
平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

（高等学校）

＜＜全日制＞＞

  川崎高等学校         １頁 ～   １２頁

  幸高等学校         １３頁 ～   ２５頁

  川崎総合科学高等学校    ２６頁 ～   ３９頁

  橘高等学校         ４０頁 ～   ４８頁

  高津高等学校        ４９頁 ～   ５８頁

＜＜定時制＞＞

  川崎高等学校        ５９頁 ～   ６３頁

  川崎総合科学高等学校    ６４頁 ～   ７０頁

  橘高等学校         ７１頁 ～   ７５頁

  高津高等学校        ７６頁 ～   ８１頁



様式１－２

番号 略称 記号 番号

○ 国語 2 東書 国総 333 精選国語総合 1

どの分野も代表的な作品が載っ
ていて使いやすい。内容も基礎
的なものから高いレベルまで段
階的に収められている。古典も
文法などの説明が見やすくまと
まっている。

現代文編、言語活動編、古文
編、漢文編の４部構成が一冊に
まとまっていて、扱いやすい。
また、「表現と言語活動」が各
単元ごとにまとまっている。

色使いがよく、説明等も見やす
いので関心をもちやすい。

○ 国語 2 東書 国総 334 国語総合　現代文編 1

評論では、人間・社会・言語な
どさまざまな分野の質の高い教
材が採録されており、論理的思
考力を培うことができる。

多様な学力を持つ生徒集団でも
指導しやすい教材配置となって
いる。「思索への扉」「文学へ
の扉」は、各単元での学習を深
めるのに役立つ。

学習の動機づけとなる写真、内
容の理解の助けとなる写真や絵
が充実している。教師用指導書
や関連資料、周辺教材が充実し
ており、指導しやすく、かつ、
学習しやすい。

○ 国語 2 東書 国総 335 国語総合　古典編 1

古文は各時代の代表的な教材、
漢文は故事・寓話・詩文・史
話・思想などから基本教材が選
ばれている。

古典文法、漢文句法を学習する
コラムは教科書の用例をもとに
解説されており、附録の「古文
重要語句」「漢文句法・重要語
のまとめ」や、脚注欄の重要古
語、重要句法との関連もつけら
れていて、指導しやすい。

資料性の高い写真・図版が適切
に掲載されている。特に巻末附
録の「古典参考図録」は資料性
が高く、生徒の古典学習に対す
る意欲が高められるように工夫
されている。

国語 15 三省堂 国総 338 精選国語総合　改訂版 　

オーソドックスな教材とその他
の教材とをバランスよく採録し
ている。また古典編では、文
法・句法についても適切にまと
められているので、基礎的・基
本的な事項を確実に学習できる
ようになっている。

教材数及び個々の教材の長さが
適切であり、学校の実態に合わ
せて学習活動を展開できるよう
に配慮されている。

活字・写真・挿絵は鮮明で、か
つレイアウトも工夫されてお
り、学習に取り組みやすい教科
書となっている。

○ 国語 2 東書 現Ｂ 322 精選現代文Ｂ 2

単元数が多く、物語や評論など
のジャンルから様々な作品を抜
粋している。単元末にかならず
表現と言語活動の課題があり、
指導に役立てることが出来る。

分量は適当である。脚注が多
い。「こころ」では物語を読み
進めやすいように図の配置が工
夫されている。

色使い・挿絵などが控えめに
なっている。文字サイズは小さ
めで、他者の教科書と比べると
情報量が多い印象である。

国語 104 数研 現Ｂ 333 改訂版　現代文Ｂ 　

「ズームアップ」というページ
で各単元を理解するために必要
のある情報を丁寧に解説してお
り、わかりやすい。表現分野も
充実している。

表現分野は充実しているが、小
説作品が少なめである。「ミロ
のヴィーナス」という単元は
「手の変幻」としている。装丁
は落ち着いた色になっている。

大きい活字を使用している。印
刷は鮮明で、適所にあるカラー
図版も生徒の学習意欲を高め
る。

○ 国語 117 明治 現Ｂ 336 新　高等学校現代文B 2

実用的な文章を書く能力の充実
のためにのコーナーがあり、就
職を前提とした科で使用しやす
い。各章で分野ごとに分けら
れ、学習しやすくなっている。

全体として単元の数は少なく、
一つ一つを時間をかけて学ぶ構
成である。単元末の課題には語
彙や単語力を鍛えるような「言
葉の学習」という枠がある。

大きい活字を使用している。印
刷は鮮明で、適所にあるカラー
図版も生徒の学習意欲を高め
る。

国語 50 大修館 古Ａ 307 古典Ａ　物語選 　

物語作品を中心に、古典学習に
必要十分な基本的な教材が精選
されている。

単元構成はジャンル別となって
おり、本校の実情に合致してい
る。

系図や年表が多用され、随筆や
物語に登場する人物の関係性が
一目でわかるようになってい
る。

○ 国語 183 第一 古Ａ 314
高等学校　改訂版　標準古
典A　物語選

2

物語や評論などのジャンルから
様々な作品を抜粋している。コ
ラムなどがあり、時代背景など
がイメージしやすくなってい
る。

分量は適当である。脚注が多
く、物語を読み進めやすいよう
に工夫されている。単元末の
「学習」の欄には内容理解に重
点を置いた課題が設定されてい
る。

色使い・挿絵などが控えめに
なっている。単元のはじめにか
ならず書かれた時期が分かる系
図がある。

国語 2 東書 古Ｂ 331 精選古典Ｂ　古文編 　

物語や評論などのジャンルから
様々な作品を抜粋している。単
元末にある「古文の窓」は、そ
の単元をより深く知ることが出
来る情報を提供している。

分量は適当である。脚注が多
く、物語を読み進めやすいよう
に工夫されている。本のおわり
にある活用表が見やすい。

色使い・挿絵などが控えめに
なっているが、「大鏡」では家
系図を入れ、「肝試し」では地
理がわかるような図を取り入れ
るなど押さえるべき情報は揃っ
ている。

国語 2 東書 古Ｂ 332 精選古典Ｂ　漢文編 　

物語や評論などのジャンルから
様々な作品を抜粋している。コ
ラムなどがあり、時代背景など
がイメージしやすくなってい
る。

分量は適当である。脚注が多
く、物語を読み進めやすいよう
に工夫されている。本のおわり
に漢文句法・重要語のまとめが
見やすい構成でまとめられてい
る。

色使い・挿絵などが控えめに
なっているが地理がわかるよう
な図は多く取り入れられてい
る。

国語 15 三省堂 古Ｂ 333
高等学校古典Ｂ　古文編
改訂版

手堅い教材選択である。なかな
か面白い内容の作品も多い。

古文編・漢文編の２分冊構成で
あり、多様かつ柔軟な指導が実
現できる。写真が随所に使用さ
れている点は見やすい。

全体としての見やすさは普通で
ある。

国語 15 三省堂 古Ｂ 334
高等学校古典Ｂ　漢文編
改訂版

オーソドックスすぎる印象を受
ける。日本での漢文受容のあり
方なども平易に解説されてい
る。

古文編・漢文編の２分冊構成で
あり、多様かつ柔軟な指導が実
現できる。写真が随所に使用さ
れている点は見やすい。

全体としての見やすさは普通で
ある。

○ 国語 183 第一 古Ｂ 350
高等学校　改訂版　古典B
古文編

2

物語や評論などのジャンルから
有名な作品・単元を抜粋してい
る。ところどころに「言語活
動」のページがあり時代背景の
理解に役立てることができる。

分冊で第１章と第２章と分かれ
ているため、学年をまたいで使
用することが出来る。分量は適
当である。脚注が多く、物語を
読み進めやすいように工夫され
ている。

色使い・挿絵などが多く、単元
のはじめに必ず成立時期が分か
る系図がある。

○ 国語 183 第一 古Ｂ 351
高等学校　改訂版　古典B
漢文編

2

物語や評論などのジャンルから
様々な作品を抜粋している。と
ころどころに「言語活動」の
ページがあり時代背景の理解に
役立てることが出来る。

分冊で第１章と第２章と分かれ
ているため、学年をまたいで使
用することが出来る。分量は適
当である。脚注が多く、物語を
読み進めやすいように工夫され
ている。

色使い・挿絵などが多い。軍記
では動きがわかりやすい進撃図
が採用されている。

表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁
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様式１－２

番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

地理
歴史

7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版 　

世界史の大まかな流れが理解で
きるよう、充実した内容となっ
ている。側注やコラムが多く掲
載されており、発展的な学習も
可能である。

１テーマ見開き２ページの構成
で、学習内容が一目でわかりや
すい。巻頭には時代ごとの世界
の変遷の地図が掲載されてお
り、世界史の全体像を把握する
ことができる。

文章表現は適切であり、わかり
やすい説明となっている。重要
事項は太字となっている。ま
た、人物名はフォントを変える
ことで、地名や事件名との区別
が認識しやすくなっている。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 318 要説世界史　改訂版 　

基本的な事項から応用的な事項
まで、詳細に扱っている。雨温
図なども掲載されており、地理
との関連も意識されている。生
徒の興味・関心に応じた発展学
習が可能になっている。

資料がオールカラーで見やす
く、豊富に掲載されている。レ
イアウトが工夫されており、資
料があっても紙面は詰まってお
らず、本文が読みやすい。

文章表現は適切である。文字の
大きさはやや小さめで、文字数
が多くても紙面が詰まっていな
いので読みやすく、発展的な学
習向きである。

○
地理
歴史

81 山川 世Ａ 316 世界の歴史　改訂版 2

世界史Ａの内容が偏りなく網羅
されている。基本的な事項が本
文に、応用的な事項がコラムに
掲載されており、生徒の興味や
学力に応じて学習を進めること
が可能である。

地図、資料、図版が豊富に掲載
されており、カラーも鮮明で見
やすい構成となっている。ダ
ヴィド作の有名な絵画、ナポレ
オンの戴冠式が表紙になってお
り、見ごたえがある。

本文は簡潔な表現となってい
る。重要事項は太字になってい
てわかりやすい。漢字の多くに
ルビが振られており、漢字が苦
手な生徒も学習しやすい。

○
地理
歴史

2 東書 世Ｂ 308 世界史Ｂ 1

基本的な内容から発展的な内容
まで網羅されており、充実した
内容となっている。地理や写真
も数多く掲載されており、地理
の学習との関連付けがしやす
い。

Ａ５判よりやや大きめのサイズ
で、写真や図判が豊富に掲載さ
れながらも、見やすい構成と
なっている。分量は豊富で、発
展的学習が可能となっている。

本文は、明快な表現となってお
り、生徒が自ら読み進めて内容
を理解することができる。漢字
の読み仮名や、人物名の英語表
記もルビがついており、丁寧で
ある。

地理
歴史

81 山川 世Ｂ 313 新世界史　改訂版 　

基本的な事項から発展的な事項
まで詳細に取り扱われている。
各時代区分を１つのテーマ概観
するページや、ある視点からの
解説ページなどが設けられてお
り、発展的な学習が可能であ
る。

Ａ５判よりやや大きめのサイズ
で、本文の叙述中心の構成と
なっている。分量はかなり多
く、発展的学習が可能となって
いる。

文字の大きさは小さめで行間に
余裕があり、通史の単行本のよ
うなスタイルである。重要語は
太字となっている。

地理
歴史

81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版 　

基本的な事項から発展的な事項
まで、充実した内容となってい
る。各単元の終わりに「主題学
習」のページがあり、歴史の流
れが理解できるよう工夫されて
いる。

精選された地図、写真、資料が
適宜配置されており、シンプル
な構成となっている。分量は多
く、発展的な学習が可能となっ
ている。装丁は大変シンプルで
ある。

格調高い文章で、歴史の流れが
俯瞰できるように説明されてい
る。難解な漢字には読み仮名が
振られている。

地理
歴史

2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史 　

基本的な事項が網羅されてい
る。世界史的な視野に立ち、多
様な視点から日本近現代史の展
開を考察できるよう内容が取り
上げられている。

１テーマ見開き２ページとなっ
ており、学習しやすく工夫され
ている。各単元の要点が「問
い」の形式で冒頭に掲載されて
おり、考えながら読み進めるこ
とで理解を深められる。

文章は簡潔でわかりやすい。重
要語句は太字のゴシック体で書
かれており、漢字の多くに読み
仮名が振られている。

地理
歴史

35 清水 日Ａ 310
高等学校　日本史Ａ　新訂
版

基礎的･基本的な内容が偏ること
なく含まれ、歴史的事項の選択
も適切なものとなっている。
また、生徒が興味・関心を喚起
し、主体的な学習活動を行える
よう工夫されている。

近･現代史が系統的に構成されて
おり、整合性を持って歴史的事
象は配列され、分量も適切と
なっている。２～３ページを１
テーマにあて、学習目標が設定
されている。

オールカラー印刷で写真や地
図・史料・略年表が効果的に豊
富に掲載されている。側注や補
説、ふりがなや図表など十分に
配列されている。

○
地理
歴史

81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版 3

基礎的な事項が。国際的な視野
で日本の近現代史が叙述されて
おり、視点を広げて日本史の学
習を進めることができる。

十分な分量の内容をバランスよ
く配置している。写真が大きく
掲載されており、生徒の興味・
理解を促す工夫がされている。

写真や図版が大きく掲載されて
おり、見やすく、生徒の興味・
関心を喚起するものとなってい
る。図の色使いなどでは、カ
ラーユニバーサルデザインにも
配慮されている。

地理
歴史

2 東書 日Ｂ 310 新選日本史Ｂ 　

基礎的な事項が丁寧に盛り込ま
れている。農民や庶民の生活に
着目した特集ページが設けら
れ、歴史の本筋では抜け落ちて
しまっている市井の人々につい
ても理解することができる。

地図、写真、絵画などの資料が
豊富に掲載されている。本文と
資料とのバランスが適切であ
る。

文章は簡潔でわかりやすい。重
要語句は太字で書かれており、
漢字の多くに読み仮名が振られ
ている。

地理
歴史

81 山川 日Ｂ 315 新日本史　改訂版 　

基本的な事項から発展的な事項
まで詳細に取り扱われている。
各時代区分を１つのテーマ概観
するページが設けられており、
発展的な学習が可能である

Ａ５判よりやや大きめのサイズ
で、本文の叙述中心に、史料原
文やイラストによる解説など資
料も豊富である。分量はかなり
多く、発展的学習が可能となっ
ている。

文字の大きさは小さめで行間に
余裕があり、通史の単行本のよ
うなスタイルである。重要語は
太字となっている。注も詳細に
説明されている。

○
地理
歴史

81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 2

本文は基本的事項の内容が充実
しており、かつ豊富に記述され
ている。図版や写真なども多く
記載されており、脚注には詳細
な記述でより高度な内容にも触
れている。

各時代区分のはじめに年表を記
載し、概観がまとめられてお
り、その時代の流れが捉えられ
るよう構成されている。

図版は配色に留意し工夫を凝ら
している。写真がコンパクトに
提示されている。

地理
歴史

2 東書 地Ａ 307 地理Ａ 　

基本的事項が丁寧に網羅されて
いる。一つのテーマ見開き２
ページでまとめられていて分量
も適切で学習しやすい。まとめ
のページがあり、自学自習も可
能である。

写真、地図、グラフなど資料が
充実している。見開き単位の構
成で、各事項のバランスがよい
構成・配列になっている。

文章表現は平易で理解しやす
い。重要語句は太字でわかりや
すく表記されている。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 12

基礎的事項が網羅され、内容も
充実している。大きな図版や写
真、模式図等で、地形や機構の
自然環境の概念をわかりやすく
説明している。

写真が豊富である。グラフ、地
図、図解などの資料も多く、一
つの単元が見開きで、まとまり
よく構成されている。分量や配
列は適切である。

文章表現も平易で、見やすく読
みやすいフォントを使用するな
ど工夫してる。図版資料も豊富
で見やすく工夫がなされいる。

地理
歴史

183 第一 地Ａ 310
高等学校　新版　地理Ａ
世界に目を向け、地域を学
ぶ

基本的事項が丁寧に網羅されて
いる。見開きの冒頭に「アプ
ローチ」や「TRY」が設けられ、
学習内容の要点がつかめるよう
な工夫がなされている。

Ｂ４より大きめのサイズで、写
真やグラフ、図解が豊富に掲載
されている。また、ワークが充
実しており、白地図などの作業
を入れるなど、学習に取り組め
る工夫がなされている。

理解しやすい平易でわかりやす
い記述となっている。文字の書
体やサイズが適切であり見やす
く、鮮明な写真と図版も見やす
い。
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様式１－２

番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

○
地理
歴史

46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 3

基礎的な事項がわかりやすく解
説されている。系統地理の全分
野、地誌においても全地域が扱
われている。側注も充実してお
り発展的学習も可能である。

紙面が大きくて見やすく、分量
も適切である。図表や写真も豊
富であり、見やすく構成されて
いる。資料が本文とあわせて活
用できるよう工夫されている。

文章表現は理解しやすい。重要
用語は太字となっている。また
用語の関連ページが参照ページ
として記載されており学習しや
すい。

地理
歴史

130 二宮 地Ｂ 305 新編　詳解地理Ｂ改訂版 　

基本的な事項、重要項目がもれ
なく丁寧に説明されており、知
識を確実に定着させることがで
きる。系統地理単元でも地誌単
元も記述が豊富である。

地図や資料が豊富で、本文の記
述にあわせて図表や写真がレイ
アウトされている。世界の諸地
域をカバーしており、充分な分
量となっている。

文章はわかりやすい表現になっ
ている。カラーユニバーサルデ
ザインが配慮されており、色覚
に特性のある生徒にも読み取り
やすい。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図 1

詳細な地図を基本に豊富な主題
地図が配置されており、様々な
用途に対応できる。地形や気候
に関する図版も適切で充分な統
計資料を掲載している。

必要な資料が豊富に掲載されて
おり、各領域内容がバランスの
とれた配置となっている。端に
地域ごとにインデックスがつい
ており、利便性を高めている。

見やすい配色で、地形の概観を
理解しやすい。主要図に世界地
図が併記され、地球上の位置理
解を促進している。

地理
歴史

130 二宮 地図 311 詳解現代地図 　

地域図に豊富な資料が記載され
ており、地域の特性を理解しや
すい内容になっている。現代社
会の特性や諸問題を考察する資
料にふさわしい。

Ｂ４より大きめのサイズで、紙
面が大きく地図の詳細がみやす
い。端に地域ごとにインデック
スがついており、利便性を高め
ている。

主題図は主題がはっきりとわか
る表記になっており、見やす
い。カラーの発色がよく、地図
の色分けも見やすい。

公民 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 　

基礎・基本が丁寧に記述されて
いる。生徒に興味・関心や動機
づけを促して学習できるように
工夫している。また、学習内容
を深めることができるように注
釈が充実している。

見開き２ページで１テーマがま
とめられていてわかりやすい構
成になっている。ヴィジュアル
特集などの写真・図版資料、コ
ラム・用語解説の配置が工夫さ
れており、分量も適切である。

全体にふりがなが多くて読みや
すい。図版や写真が豊富に掲載
されており理解しやすい。

○ 公民 35 清水 現社 316
高等学校　現代社会　新訂
版

13

基本的な事項が網羅されてい
る。内容が精選され、質・量と
もに充実している。側注も豊富
で発展的な学習も可能である。

写真、グラフ、地図など資料が
適切に配列・記述されている。
人物の説明も充実している。紙
面はすっきりとした構成となっ
ている。

本文はわかりやすい表現となっ
ている。重要語は太字表記で判
別しやすい。装丁はシンプルで
ある。裏表紙には世界地図が掲
載されている。

公民 104 数研 現社 319 改訂版　現代社会 　

基本事項が丁寧に記述されてお
り理解が深まるよう工夫されて
いる。側注で詳細な内容まで
扱っている。

資料が大変豊富である。地図、
グラフ、図解が充実している。
具体的な資料のデータから現代
社会を理解することができる。

本文は簡潔な説明となってい
る。重要語が太字のゴシック体
となっており、判別しやすい。

公民 35 清水 倫理 313
高等学校　現代倫理　新訂
版

基本的事項が丁寧に扱われてい
る。思想が現代の社会にもつな
がっていることを意識できるよ
うな内容となっている。

原典資料や写真、絵画などの資
料が豊富に大きく掲載されてお
り、画期的な構成となってい
る。側注には用語の解説が数多
く掲載されている。

詳しい説明となっているため、
平易な表現で説明されているの
でわかりやすい。重要語は太字
となっている。

○ 公民 35 清水 倫理 308 高等学校　新倫理　新訂版 1

基礎的な事項が丁寧に記述さ
れ、理解を深める工夫がなされ
ている。西洋思想と東洋思想の
比較のページが設けられてお
り、世界的な視野で把握させる
視点となっている。

人物の写真や図解など、必要な
資料が整っている。構成はシン
プルでみやすい。

オールカラー印刷で写真や地
図、概念図などが見やすい。表
紙はラファエロの「アテネの学
堂」という著名な絵画であり、
哲学の世界観を表している。

公民 104 数研 倫理 314 改訂版　倫理 　

基礎的・基本的な事項が網羅さ
れている。補足や発展的な内容
まで説明されており発展的な学
習を深めることができる。

写真、原典、図解などの資料が
充実し、本文と資料とのバラン
スがとれている。表紙や各編ご
との見出しには著名な絵画や写
真が掲載されており、倫理への
理解を深めることができる。

各単元の学習項目ごとに「問い
かけ」から教科書の説明が始
まっており、問いを深めていく
ことで内容を理解できる表記と
なっている。

公民 2 東書 政経 311 政治・経済 　

基礎・基本的事項が網羅されて
いる。コラムページも充実して
おり、最新の政治・経済の動向
やトピックを理解することがで
きる。

各単元の冒頭に単元の課題が提
示されており、要点を意識しな
がら学習を進めることができ
る。写真、グラフ、図解などの
資料も豊富である。

簡潔な表現で記述されている。
重要語は太字表記となってい
る。また法律や条約は締結年
が、外国の取り決めは英語表記
がついている。

公民 35 清水 政経 314
高等学校　現代政治・経済
新訂版

基礎的な内容から発展的な内容
まで詳細に取り上げられてい
る。政治・経済の最新の動向が
理解できるよう工夫されてい
る。

本文叙述の割合が高く、文章が
多い構成となっている。資料
は、図解が多く掲載されてお
り、制度のしくみなどが理解し
やすい。

文章表現は丁寧である。興味の
ある生徒には、読み物としても
読み応えのある内容となってい
る。側注も詳細に記述されてお
り、発展的な学習が可能であ
る。

○ 公民 81 山川 政経 316 詳説　政治・経済  改訂版 3

基本的な事項から発展的な事項
まで充実している。側注も豊富
で詳しく、発展的な学習が可能
である。

図解やグラフが豊富で、制度の
しくみが理解しやすい。紙面は
シンプルで、学習しやすい構成
となっている。

説明は簡潔である。文字の大き
さは小さめで、紙面がすっきり
とした構成となっている。重要
語は太字となっている。

公民 183 第一 政経 309
高等学校　改訂版　政治・
経済

基本的な内容を中心にまとめら
れている。具体的な事例を中心
に展開されている。テーマ学習
では、最新の内容を多面的に学
ぶことができるよう工夫されて
いる。

各単元のポイントが冒頭に明確
に示されており考えながら学習
をすすめることができる。第３
編では選択式で、課題探求学習
ができるようになっている。

カラーの資料が豊富で理解しや
すい。本文記述や資料の解説に
おいても説明文はわかりやすい
表現となっている。

数学 2 東書 数Ⅰ 317 数学Ⅰ　Advanced 　

例、例題、応用例題と段階的に
学習できる。また参考として発
展的な内容を含んでおり、授業
の進度にあわせて扱うことがで
きる。

問題の構成・分量ともに適切で
ある。

カラーバリアフリーを含むユニ
バーサルデザインに配慮してあ
る。
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購入
学年

内容 構成・分量・装丁

○ 数学 7 実教 数Ⅰ 321 新版数学Ⅰ　新訂版 1

基本的な問題が網羅されてお
り、理解するための要点が図表
を豊富に用いて、よくまとめら
れている。応用や発展などの問
題では、ハイレベルなものも採
用され、多様な生徒への対応が
可能。

問題の構成・分量ともに適切で
ある。

色使いや挿絵を始めとしたビ
ジュアル要素が多く用いられ、
わかりやすさに重点を置いた表
現となっている。

○ 数学 104 数研 数Ⅰ 327 改訂版　数学Ⅰ 1

問題のタイプが充実していて、
研究と発展でさらにハイレベル
な問題も扱っている。例、練
習、応用例題、研究、問題、章
末問題と段階的に扱うことで無
理なくレベルアップできるよう
構成されている。

構成は理解しやすく工夫されて
おり、分量も適切である。

丁寧で適切にまとめられてい
る。色彩が落ち着いていて、見
やすい。

数学 104 数研 数Ⅰ 311 高等学校　数学Ⅰ  

例・例題・練習など基本的な問
題が網羅されており、理解する
ための要点が大変よくまとめら
れている。発展的な内容には別
ページが設けられ、探究の幅が
広がる。

問題の構成・分量ともに適切で
ある。

適切な文章表現である。また、
図なども効果的に使われていて
理解しやすい。

数学 183 第一 数Ⅰ 332 数学Ⅰ 　

例、例題、探求例題と段階的に
学習できる。また練習問題であ
る問で、問題を解くのにやや工
夫が必要なものは印がつけられ
ており、参考になる。本文の内
容を補足するＴＲＹも充実して
いる。

問題の構成・分量ともに適切で
ある。

カラーバリアフリーを含むユニ
バーサルデザインに配慮してあ
る。

数学 183 第一 数Ⅰ 333 高等学校　数学Ⅰ 　

例、例題、探求例題と段階的に
学習できる。本文の内容を補足
する研究も充実しており、授業
の進度にあわせて取り組むこと
ができる。

問題の構成・分量ともに適切で
ある。

カラーバリアフリーを含むユニ
バーサルデザインに配慮してあ
る。

数学 2 東書 数Ⅱ 317 数学Ⅱ　Advanced 　

例、例題、応用例題と段階的に
学習することができる。また、
参考として発展的な内容や本文
に関連した内容を扱っており、
授業の進度に応じて取り扱うこ
とができる。

問題の構成・分量ともに適切で
ある。

カラーバリアフリーを含むユニ
バーサルデザインに配慮してあ
る。例、例題、応用例題が枠で
囲まれており、本文の中から見
つけやすくなっている。

数学 61 啓林館 数Ⅱ 325 数学Ⅱ改訂版 　

例、例題および考え方が明記さ
れた例題によって段階的に学習
することができる。また、本文
に関連する内容および発展的な
内容も研究、colum等で扱ってお
り、授業進度に応じて取り扱う
ことができる。

問題の構成・分量ともに適切で
ある。

カラーバリアフリーに対応した
デザイン・配色である。また、
例・例題の終わりが明記されて
おり、本文の中から見つけやす
くなっている。

○ 数学 104 数研 数Ⅱ 327 改訂版　数学Ⅱ 1

例、例題、応用例題と段階的に
学習することができる。また、
例・例題・応用例題を補足内容
を問、研究として扱っており、
授業の進度に応じて取り扱うこ
とができる。

問題の構成・分量ともに適切で
ある。

カラーユニバーサルデザインに
配慮してある。また、フォント
も見やすく、読みまちがえにく
いものを使用してある。

数学 104 数研 数Ⅱ 309 数学Ⅱ 　

例、例題、応用例題と段階的に
学習することができる。また、
例・例題・応用例題を補足内容
を問、研究として扱っており、
授業の進度に応じて取り扱うこ
とができる。

問題の構成・分量ともに適切で
ある。

カラーユニバーサルデザインに
配慮してある。また、フォント
も見やすく、読みまちがえにく
いものを使用してある。

数学 2 東書 数Ⅲ 301 数学Ⅲ 　

基礎から標準内容まで記載して
ある。各分野・内容の性質を式
だけでなく図を用いて丁寧にま
とめてあり、活用しやすくなっ
ている。

問題の構成･分量とも適切であ
る。

図やイラストが豊富でイメージ
がつかみやすい。

○ 数学 104 数研 数Ⅲ 309 高等学校　数学Ⅲ 3

問題のタイプが充実している。
例、練習、応用例題、研究、各
種問題を段階的に取り扱うこと
で発展的な内容に取り組めるよ
うになっている。

構成は理解しやすく工夫されて
おり、分量も適切である。

丁寧にまとめられている。色彩
が落ち着いていて、見やすい。

数学 183 第一 数Ⅲ 312 高等学校　数学Ⅲ 　

例、例題、研究例題、問を配置
し、学習レベルに応じた学習が
できるようになっている。

基礎・基本を重視しつつ、発展
的な学習ができるような構成に
なっている。

見やすい配色・フォントであ
る。簡潔な表現である。

数学 2 東書 数Ａ 317 数学Ａ　Advanced 　

例、例題、応用例題と段階的に
学習できる。また参考として発
展的な内容を含んでおり、授業
の進度にあわせて扱うことがで
きる。

問題の構成・分量ともに適切で
ある。

カラーバリアフリーを含むユニ
バーサルデザインに配慮してあ
る。

○ 数学 7 実教 数Ａ 321 新版数学Ａ　新訂版 2

例題の解説が丁寧で、次の内容
に無理なく進むことができる。
各単元の導入を具体例等を用い
て丁寧に取り扱っており、理解
しやすい。

構成は理解しやすく工夫されて
おり、分量も適切である。

図やイラストが豊富でイメージ
がつかみやすい。
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数学 61 啓林館 数Ａ 324 詳説　数学A改訂版 　

例題が充実している。研究、章
末問題を段階的に取り扱うこと
で発展的な内容に取り組めるよ
うになっている。

問題の構成･分量とも適切であ
る。

丁寧で適切にまとめられてい
る。配色がよく、見やすい。

○ 数学 104 数研 数Ａ 327 改訂版　数学Ａ 1

問題のタイプが充実している。
例、練習、応用例題、研究、問
題、章末問題を段階的に取り扱
うことで発展的な内容に取り組
めるようになっている。

構成は理解しやすく工夫されて
おり、分量も適切である。

丁寧で適切にまとめられてい
る。色彩が落ち着いていて、見
やすい。

数学 104 数研 数Ａ 329 改訂版　新編　数学Ａ 　

基礎から標準内容まで記載して
ある。各分野・内容の性質を式
だけでなく図を用いて丁寧にま
とめてあり、活用しやすくなっ
ている。

問題の構成･分量とも適切であ
る。

図やイラストが豊富でイメージ
がつかみやすい。

数学 183 第一 数Ａ 332 数学Ａ 　

例、例題、探求例題と段階的に
学習できる。また練習問題であ
る問で、問題を解くのにやや工
夫が必要なものは印がつけられ
ており、参考になる。本文の内
容を補足するＴＲＹも充実して
いる。

問題の構成・分量ともに適切で
ある。

カラーバリアフリーを含むユニ
バーサルデザインに配慮してあ
る。

数学 183 第一 数Ａ 333 高等学校　数学Ａ 　

例、例題、探求例題と段階的に
学習できる。本文の内容を補足
する研究も充実しており、授業
の進度にあわせて取り組むこと
ができる。

問題の構成・分量ともに適切で
ある。

カラーバリアフリーを含むユニ
バーサルデザインに配慮してあ
る。

数学 61 啓林館 数Ｂ 322 詳説　数学Ｂ改訂版 　

例、例題、問を通して考え方を
簡潔に説明されている。使用す
る色の種類を抑え、図が大変見
やすい。また、研究のページが
充実しており、大学入試を意識
した教科書の作りとなってい
る。

問題の構成･分量とも適切であ
る。

見やすいフォントを使用してお
り、簡潔な表記になっている。

数学 61 啓林館 数Ｂ 323 数学Ｂ改訂版 　

例、例題、問を順に配置され、
考え方を基礎から標準まで丁寧
に学習することができる。研究
のページにより、発展的な学習
を行うことができる。

問題の構成･分量とも適切であ
る。

配色を抑えた作りになってい
る。大変見やすいフォントを使
用しいている。

○ 数学 104 数研 数Ｂ 325 改訂版　数学Ｂ 2

例、例題、応用例題、練習を配
置し、基礎から順にレベルアッ
プでき、また、研究・発展の
ページやコラム欄を通して、大
学入試を意識した学習指導をお
こなえる。

構成・分量とも適切である。 大変見やすいフォントである。
とても簡潔な配色がなされてい
る。

○ 数学 104 数研 数Ｂ 326 改訂版　高等学校　数学Ｂ 3

例、例題、応用例題、練習を配
置し、基礎から順にレベルに応
じた指導ができ、また、発展の
ページ・コラム欄を通して、大
学入試を意識した指導をおこな
える。

構成・分量とも適切である。 大変見やすいフォントである。
黒と青を基調とした、とても簡
潔な配色がなされている。

数学 183 第一 数Ｂ 330 数学Ｂ 　

例、例題、研究例題、問を配置
し、学習レベルに応じた学習が
できるようになっている。ま
た、発展的な学習もできるよう
に、発展のページやチャレンジ
例題、探究例題を入れている。

基礎・基本を重視しつつ、発展
的な学習ができるような構成に
なっている。

見やすい配色・フォントであ
る。簡潔な表現である。

数学 183 第一 数Ｂ 331 高等学校　数学Ｂ 　

例、例題、研究例題、問を配置
し、学習レベルに応じた学習が
できるようになっている。ま
た、研究や発展のページを通し
て、大学入試を意識した学習に
つなげられるようになってい
る。

基礎・基本の定着を考えた適切
な構成・分量である。

大変見やすい配色・フォントで
ある。解答・解説のポイントが
わかる様簡潔な配色がなされて
いる。

○ 理科 7 実教 科人 307 科学と人間生活　新訂版
1
2

必要な内容が、コンパクトに整
理されていて、無理なく学習内
容がみにつくように、生徒がイ
メージしやすい身近な題材を中
心に扱われている。

章のはじめに、中学校の学習内
容を簡単に確認できるように
なっており、取り掛かりやす
い。

視覚的に理解しやすい見やす
い。

○ 理科 104 数研 科人 308 新　科学と人間生活 2

科学全領域に関する内容を、詳
細かつ広範にわたって解説して
あるため、高度な理科の知識の
習得が期待できる。

豊富な図表に詳細な解説が付記
されている構成のため深い理解
が得られる。

やわらかい色使いで取り組みや
すい。イラストも豊富で丁寧で
ある。

理科 104 数研 科人 303
科学と人間生活　くらしの
中のサイエンス

科学的な見方や考え方が興味・
関心を持って学習できるような
内容になっている。実験観察が
多く取り扱いされている。

基礎となる知識がしっかりと身
に付く構成になっている。参
考・発展・コラムも豊富であ
る。

図や写真が文章の補助として効
果的に記載されている。的確か
つ詳細な解説で深い理解が得ら
れる。

理科 183 第一 科人 304 高等学校　科学と人間生活 　

生活に深く関係する自然現象や
科学技術の例をもとに、基礎知
識がしっかりと身に付くような
構成になっている。また、書き
込み式の節末問題があり、自主
学習に活用ができる。

各章ごとに要点をまとめるペー
ジがあり、学習内容を確認しや
すい構成となっている。

平易な文章であるが、過不足な
くわかりやすい。また、図や写
真が効果的に記載されている。
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様式１－２

番号 略称 記号 番号
表記・表現
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学年

内容 構成・分量・装丁

理科 2 東書 物基 311 改訂　物理基礎 　

学習前と学習後で、自分の理解
を確認できる内容になってい
る。学習指導要領の内容につい
て、不足なく取り上げられてい
る。

項目ごとに見開きで完結するよ
うに構成されており、授業を進
めやすいように工夫されてい
る。内容のまとまりや順序性、
生徒の関心や興味を考慮した章
構成となっている。

的確な表記・表現がされてい
る。

理科 61 啓林館 物基 306 新編　物理基礎 　

物理的な現象がバランスよく簡
潔にまとまっており、図や表も
見やすく表記されている。生徒
が学習しやすい内容である。

図や写真の配置に工夫がされて
いて、生徒に印象が残りやすく
工夫されている。

図版資料が豊富で、わかりやす
い説明がなされている。

○ 理科 104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎 2

詳しい内容が筋道立てて平易に
記述されている。十分な演習量
で学習することができる。

物理を体系的に学習するうえで
必要な題材がしっかりと扱われ
ている。

公式名・物理量の説明やその単
位・図などが併記されており、
理解しやすい工夫がなされてい
る。

理科 2 東書 物理 308 改訂　物理 　

学習の要点がわかりやすく、生
徒がつまづきやすい内容もポイ
ントが一目でわかりやすい。練
習問題も充実している。

丁寧に解説されており、理解を
深めることができる構成になっ
ている。

公式などわかりやすく表現され
ている。図が見やすい。

理科 61 啓林館 物理 310 物理　改訂版 　

公式のまとめを随所に配置し、
重要なところには色遣いを使っ
て目立つように工夫されてい
る。大学入試を意識した豊富な
演習問題になっている。

身の回りの物理現象を紹介し、
世の中で物理が役立っているこ
とを感じることができる。構成
も分量も適切である。

図と説明文が見やすく工夫され
ており見やすい。イラストも豊
富で表記・表現ともに適切であ
る。

○ 理科 104 数研 物理 313 改訂版　物理 3

受験を意識した充実の内容に
なっている。理解しにくいとこ
ろも詳しく説明されている。

理解を深めるうえで効果的と思
われ内容について、さらなる理
解の向上を目指せる構成になっ
ている。

公式などわかりやすく表現され
ている。図が見やすい。

理科 183 第一 物理 316 高等学校　改訂　物理 　

豊富な例題と問題が多く理解さ
せるには十分な量である。探究
活動も豊富で充実した内容に
なっている。理解を確かなもの
にする「特講」がおもしろい。

構成・分量ともに適切である。
学習の重点が明確になるように
構成されている。

大事な語句が太字になっており
見やすい。写真が見やすくイラ
ストも適度に使われている。

○ 理科 7 実教 化基 315 化学基礎　新訂版 2

入試で出題され得る学習内容が
しっかりと記載されている。ま
た入試をみすえた充実の巻末付
録もよい。関連した発展も整理
して取り扱われている。

構成も分量も適切である。知識
がしっかりと身に付く構成に
なっている。

写真やイラストが見やすくイラ
ストも豊富で丁寧です。

理科 61 啓林館 化基 318 化学基礎　改訂版 　

豊富な内容を図や写真を用いて
まとめている。章末問題の解
答・解説が非常に詳しく、生徒
の自学自習が可能な内容になっ
ている。

構成がわかりやすくなり、発展
的内容が充実している。図やフ
ローチャートも見やすくなって
いる。

図や写真の配置が工夫されてい
て、本文の内容を直感的かつ具
体的に理解できるように工夫さ
れている。

○ 理科 104 数研 化基 319 改訂版　化学基礎
1

理解しにくい箇所がしっかりと
解説されている。文章だけでな
く、身の回りの例や図版が入っ
ており、ポイントがしっかりと
抑えられている。演習問題も十
分に盛り込まれている。

構成も分量も適切である。知識
がしっかりと身に付く構成に
なっている。

図や写真が豊富で表記も表現と
も適切である。

理科 104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎 　

化学基礎で必要とされる内容と
ともに「復習」事項があり、違
和感なく学習できるよう工夫さ
れている。また高度な発展内容
も精選され、無理なく習得でき
るよう配慮されている。

各項目ごとに要点をまとめた
ページがあり、生徒の理解を深
める構成となっている。

一つ一つの文章を短くし、項目
を小分けにするなど生徒の集中
力維持へも配慮されている。カ
ラー写真が用いられているが色
弱者にも配慮されている。

理科 183 第一 化基 322
高等学校　改訂　新化学基
礎

基礎が段階的に定着できるよう
になっている。理解しにくい箇
所も要点がよくまとめられてい
る。

写真や図が非常に見やすく、生
徒も親しみやすい。構成・分量
とも適切である。

視覚的にわかりやすいように、
写真を多く使用している。適切
でわかりやすい文章表現であ
る。

○ 理科 7 実教 化学 303 化学 3

内容の取り扱いが丁寧である。
理系進学者が学ぶべき内容が十
分に盛り込まれている。生徒が
学習する上で随所に工夫が見ら
れ、豊富な発展も魅力である。

丁寧に解説されており、理解を
深めることができる構成になっ
ている。

写真やイラストが多く、表記・
表現も適切である。

理科 61 啓林館 化学 312 化学　改訂版 　

身近に感じることができる内容
がコラムに盛り込まれている。
学習のポイントとなる基礎事項
や重要事項を図でまとめていて
見やすい。

化学に親しみを持てる内容で、
日常生活と社会のかかわりがよ
くわかり、生徒が関心や意欲を
高められるよう工夫がなされて
いる。分量と構成も適切であ
る。

色分けの工夫がされており、視
覚的に理解できる図表や写真内
容になっている。

○ 理科 104 数研 化学 313 改訂版　化学 2

受験対策にも対応していて。実
験や観察に配慮したバランスの
よい内容になっていて本文も整
理されている。演習問題も理解
しやすい。

発展内容も扱っている。図表も
多くあり、生徒の興味関心や理
解を深めるのに充分である。

生徒の興味をひきつける図や写
真が多数あり、全体的に明るく
見やすい。
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理科 183 第一 化学 307 高等学校　化学 　

資料のカラーページが充実して
おり、実験の説明なども生徒が
考えやすい内容である。また発
展的な内容も網羅されており、
幅広く学習できる。

各単元ごとに詳しい資料があ
り、量的には多めではある。

文章もわかりやすく図や表が効
果的に扱われ、詳しい解説がな
されている。

理科 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版 　

生徒自ら復習できるように章末
に「まとめ」「章末問題」があ
り、学習内容をより一層理解で
きるようになっている。

整理された使いやすい構成に
なっており、分量も適切であ
る。

図や写真からも学習できるよう
に工夫されている。

○ 理科 104 数研 生基 316 改訂版　生物基礎
1

生物への興味・関心や思考力が
高まる工夫がされている。学習
内容が整理されている「参考」
もよい。身近な話題のコラムも
豊富である。

バランスよく構成されており、
分量も適切である。

丁寧な表記・表現がされてい
る。写真や図もわかりやすく工
夫されている。

○ 理科 104 数研 生基 317 改訂版　新編　生物基礎 3

見やすい紙面で構成されてい
る。本文の他、補助的な内容も
側注としていれてあり、理解を
深めることができる。

図と写真を組み合わせる工夫
で、図の重要なポイントを視覚
的に理解することができる。

丁寧な表記・表現がされてい
る。写真や図もわかりやすく工
夫されている。

理科 183 第一 生基 309 高等学校　新生物基礎 　

生物学の基本事項が、生徒にわ
かりやすく平易に書かれてい
る。またさらに高度な内容まで
網羅されており、生徒にとって
使いやすくまとめられている。

文章・図とも分量が適切であ
り、基本的な内容を理解しやす
い。また編ごとのつながりがわ
かりやすい構成がされている。

視覚的にわかりやすく、図も文
字も適切にかかれている。

理科 2 東書 生物 307 スタンダード生物 　

知識を深めるのテーマが大学入
試を見据え深めたい内容になっ
ている。生徒の思考力・表現力
を育てることができそうであ
る。

整理された使いやすい構成に
なっており分量も適切である。

丁寧な表記・表現がされてい
る。写真や図もわかりやすく工
夫されている。

○ 理科 104 数研 生物 310 改訂版　生物
2
3

コンパクトなつくりで、学習目
的が明確で生物への興味・関心
や生物学的な思考力が高まる工
夫がされている。

図や写真の配置が見やすく配慮
されている。参照を見ながら関
連付けられ学びやすくなってい
る。

太文語句もルビふりがあり見や
すい。表記・表現とも適切であ
る。

理科 183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物 　

「学習のめあて」を最初に設け
ることにより生徒が事前にポイ
ントを把握できる工夫がされて
いる。重要用語に英語表記がさ
れている。豊富な学習内容が盛
り込まれている。

分量も構成もわかりやすく、発
展内容も充実している。

複雑な生命現象などわかりやす
く図表でまとめており整理され
ている。豊富な写真が掲載され
ており生徒の関心をひく。

○
保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 1

保健体育の知識・教養を修得
し、豊かな人間性、創造性及び
健やかな身体を養い社会を健康
的なものに発展させていく資質
と能力を育成できる内容となっ
ている。

１つの項目が見開き２ページで
完結する構成になっており、学
習者が学習範囲を意識できるよ
うに配慮がなされている。

基礎的・基本的な事項に焦点が
絞られ、高校生の発達段階にそ
くして、理解しやすく親しみや
すい記載となっている。

保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 　

丁寧な説明で、扱っている題材
もわかりやすい。基礎・基本を
理解しやすい配慮がされてい
る。

見やすく、学習しやすい構成に
なっている。

説明のしかたがやさしく、わか
りやすい。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版　保健体
育

基礎・基本を理解しやすい配慮
がされている。

構成・分量ともに適している。 図・イラストも見やすく表記・
表現ともに適している。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１ 1

歌唱・器楽・創作・鑑賞がバラ
ンスよく掲載され、学習の観点
が明確である。生徒が興味・関
心をもって意欲的に学習に取り
組めるよう、配慮されている。
鑑賞において楽曲の構成がわか
りやすく解説されており、学習
活動が進めやすいよう工夫され
ている。

Ａ４判で多くのページがカ
ラー、楽譜のレイアウトや、写
真・イラストを使っての説明が
多く見やすい。表紙やイラスト
からも、高校生が親しみやすい
よう、興味をもって学習に取り
組めるよう工夫されている。

学習内容や着眼点が具体的に表
記してあり、生徒が、どのよう
に何を学ぶのか、伝わりやす
い。見出しの表記がよく考えら
れていて、わかりやすい。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 　

生徒が興味・関心をもって意欲
的に学習を進めることができる
よう、配慮されている。楽曲分
析やポイントが細かく記載され
ている。教材の内容に関連し
て、基礎的な内容が学習できる
資料が載っている。器楽に特化
し、各楽器の奏法指導に用いや
すい。

Ａ４判で全ページカラー、楽譜
のレイアウトや、写真・イラス
トを使っての説明が多く見やす
い。余白が少ない。ページ数は
程よいが、文字が多く感じる。

学習内容や着眼点が具体的に表
記してあり、生徒が、どのよう
に何を学ぶのか、伝わりやす
い。内容によって字体を変える
など、親しみやすく工夫が施さ
れている。

芸術 89 友社 音Ⅰ 311 改訂版　高校生の音楽１ 　

充実した歌唱活動が行えるよ
う、歌唱曲を豊富に掲載してい
る。さらに項目わけをすること
で学習内容の筋道がたてられる
ように工夫されている。ヴォイ
スアンサンブルやリコーダーの
ための曲にやや重点を置き、生
徒が意欲をもって取り組める選
曲がされている。

Ｂ５判で鑑賞のページはカ
ラー、写真や図解の例があり、
読みやすい。全てのページに、
それぞれの内容が、楽譜集や資
料集のような形で、コンパクト
にまとめられている。

シンプルに作られており、指導
者によって学習の幅を広げた
り、深めたりすることができる
と感じた。各曲の下の部分に、
１～２文ずつ曲についての説明
がある。
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芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１ 　

各分野において現代の作家の作
品や言葉が多く紹介されてお
り、美術を身近に親しみやすく
させている。特に授業の導入部
分に扱いやすい。各分野の内容
にも偏りがない。

内容が分野別にわかりやすく構
成されている。資料が豊富で、
図版と文章の分量のバランスが
よく、読みやすい。装丁もしっ
かりしており、表紙の作品も適
切である。

教科書を使いやすくする標記の
工夫が随所にある。

○ 芸術 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 1

題材が豊富で、各分野とも内容
が充実している。特に、生徒の
興味関心を引き出しやすい鑑賞
題材が充実している。また、資
料のページも授業で扱いやすい
ものとなっている。

系統的に順序よくまとめられて
おり、理解しやすい構成となっ
ている。表紙にも工夫がみら
れ、親しみやすい装丁である。
鑑賞や参考資料としても図版の
分量が多く充実している。

図版と文章の配列がよく、解説
がわかりやすく適切である。

芸術 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ 　

中学書写からの自然な連続とし
て、漢字仮名交じり書が冒頭に
配置され、理解しやすい。また
学習のプロセスがわかりやす
く、学びやすい。生活書も豊富
で、書の楽しさが伝わる内容で
ある。

漢字の各書体、仮名、実用書の
分量がバランスよく配され、取
り組みやすい。

美しいカラー版で、親しみやす
い。説明がわかりやすく丁寧で
ある。

芸術 6 教図 書Ⅰ 302 書Ⅰ 　

幅広く多様な古典が掲載され、
書の世界の奥深さがよく伝わ
る。文字の起源から時代順に単
元が進み、文字の変遷がよくわ
かる。仮名では、コンパクトな
図版で説明が詳しくわかりやす
い。

漢字・仮名・漢字仮名交じりの
三部構成で、書Ⅰの発展にふさ
わしいボリュームと内容であ
る。

古典のすぐ横に釈文と読み下し
文が、下に解釈も付き、重要語
句は太字で示されている。

芸術 17 教出 書Ⅰ 307 新編　書道Ⅰ 　

導入部分となる書写から書道へ
の移行部分に工夫が見られわか
りやすい。古典の対比がしやす
く拡大版の文字も手本として活
用しやすい。篆刻・刻字、漢
字・仮名作品の創作の過程が丁
寧に解説されており理解しやす
い。

日本の伝統文化のイメージ装丁
が美しい。高尚で解りにくい芸
術ではなく、見慣れた形から入
れる配慮がある。

用筆・運筆を朱で図示、及び筆
順・字形の骨書があり理解しや
すい。

○ 芸術 38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ 1

中学校の書写からの接続が円滑
に図れる構成がなされている。
解説が簡潔でわかりやすく、骨
書きや筆順等、学習の手助けに
なる工夫がなされている。

基礎・基本を押さえた上で臨
書・鑑賞を行い、創作活動がで
きる構成になっており、写真も
他に比べて鮮明である。

書の伝統と文化の理解を深める
と共に、文字文化や他の芸術分
野、国語や歴史の授業にもつな
がる多角的な話題が提示されて
いる。

○
外国
語

205 三友 コ基 302
JOYFUL English
Communication Basic

1

英語を学ぶ楽しさを感じられる
ように工夫されている。題材も
現代の高校生が知的な興味を持
つテーマを中心に構成されてい
る。英語の基本を学べるように
構成されている。

基礎的なことから、応用まで、
英語が不得意な生徒にも理解し
やすい分量になっている。

写真やイラストが随所にあり、
楽しめるように工夫されてい
る。非常に見やすい。

外国
語

226 チアーズ コ基 303
ATLANTIS English
Communication Basic

レッスンのトピックが入念に選
定されている。外国語を使用し
ている人々を中心とする世界の
人々やその世界観を味わえるよ
う構成されている。

基礎的・基本的な知識・技能を
しっかりと身に付けさせるため
導入から展開へつながりが持て
るようになっている。

視覚に訴える写真、図、題材、
問題等が、学習意欲を高める構
成になっている。

外国
語

9 開隆堂 コⅠ 332
New Discovery English
Communication Ⅰ

異文化理解、環境保護、音楽な
ど、生徒にとって身近で興味を
引きやすい題材が採り上げられ
ている。英語を使ったコミュニ
ケーション活動を扱う箇所が随
所に設けられている。

各セクションは見開き完結の形
を取っている。導入部からまと
めまで本文に何度も触れること
により、内容理解を徹底するこ
とができるよう工夫されてい
る。

イラストや写真がすべてカラー
で内容理解に一助になってい
る。カタカナ表記により、英語
らしい発音ができる工夫がされ
ている。

○
外国
語

15 三省堂 コⅠ 333
CROWN English
Communication Ⅰ New
Edition

1

生徒の知的好奇心を高める題材
が豊富で、英語で考え、コミュ
ニケーションを図ることを促す
工夫がなされている。言語材料
も基本的なものから難易度の高
いものまで網羅している。

各課冒頭にPre-Reading活動があ
り、英語でスムーズに導入でき
るよう構成されている。

写真やイラストも豊富で内容理
解を助けている。

外国
語

104 数研 コⅠ 342
Revised POLESTAR English
Communication Ⅰ

生徒の知的好奇心を刺激する題
材が精選されている。各課末に
読解力を深化させる読み物を、
偶数課末に４技能を有機的に学
べるタスクが配置されている。

各課本文は３～４パートに分か
れ、各課語数も700語前後が多
い。

写真、イラストは大きく、適所
に配置されている。新出語の発
音記号は英米併記がされてい
る。巻末に単語・フレーズのリ
ストと機能表現集を掲載してい
る。

○
外国
語

104 数研 コⅠ 344
Revised COMET English
Communication Ⅰ

2

生徒の知的好奇心を刺激する洗
練された題材が選ばれている。
各課の語数は600～700語が主流
で語彙も大学入試の長文問題に
対応したレベルである。

各課３～４パートで１パートは
見開きまたは１ページで構成さ
れている。各課の最初に学ぶべ
き文法事項が提示されている。

イラストや図表は適所に配置さ
れている。新出語の発音記号は
米音のみとなっている。巻末に
単語リストを掲載している。

○
外国
語

15 三省堂 コⅡ 331
CROWN English
Communication Ⅱ New
Edition

2

題材は身近なものというより
も、珍しいものを取り上げてい
る。知識としては必要な題材
で、読めば関心を持つかもしれ
ない。高尚な題材である。

文法、会話、単語の理解がしや
すいようによく工夫されてい
る。配列もよい。

写真、イラスト、多色印刷等で
見やすくなっている。視覚的に
も入りやすくなっている。

外国
語

17 教出 コⅡ 334
NEW ONE WORLD
CommunicationⅡ Revised
Edition

生徒の知的好奇心を刺激する洗
練された題材が選ばれている。
各課の語数は800～1000語が主流
で語彙も大学入試の長文問題に
対応したレベルである。

各課４パートあり、各パートは
見開き構成である。各課の最初
に学ぶべき文法事項が提示され
ている。各課末に４技能を有機
的に学ぶことが出来るタスクを
配している。

イラストや図表は小さめだが適
所に配置されている。新出語の
発音記号は米音のみとなってい
る。巻末に単語リストを掲載し
ている。
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学年

内容 構成・分量・装丁

外国
語

50 大修館 コⅡ 335
Compass English
CommunicationⅡ Revised

学ぶ・知ることの重要性や今日
的な問題について考えさせる教
材が収録されているだけでな
く、科学的なものなど、教材の
選定に偏りがなくバランスが取
れている。物語文への興味を喚
起させることもできる。

教材の難易度、取り扱いの言語
材料の配列が段階的、体系的で
あり、学習に適している。課
数、ページ数が年間単位数での
履修に適している。

文字の大きさ、書体が適当であ
り、学習しやすい。本文内容に
関連した写真・図版が適切に配
置され、視覚的な学習を助ける
配慮が見られる。

○
外国
語

104 数研 コⅡ 342
Revised COMET English
Communication Ⅱ

3

入試傾向を踏まえ、生徒の実態
やニーズに合う多様なテーマと
平均的な量から超長文まで英文
が収録されている。速読や精読
の材料が用意されているだけで
はなく、リスニングやコミュニ
カティブな題材もありバランス
がよい。

導入、理解、演習、整理、発展
の順に編集されていて授業を進
めやすい配慮がされている構成
である。

フルカラーでメリハリのある紙
面である。ほぼ英語による記述
であるが、必要に応じて日本語
によるものもあり配慮がされて
いる。

外国
語

109 文英堂 コⅡ 343
NEW EDITION UNICORN
English Communication 2

生徒にとって身近で、興味深
く、知的好奇心を喚起する題材
が取り上げられている。関係副
詞の非制限用法等、Ⅱで扱った
定着が弱い傾向のある文法事項
を扱い、生徒が繰り返し学習で
きるよう配慮されている。

各セクションの英文の語数は段
階的に増加しており、高校での
最終学年にふさわしい語彙、表
現と構文が用いられている。

イラストや写真がすべてカラー
になっている。綴り字と発音の
関連に注意を促す記号、内容理
解を深める問題等、コミュニ
ケーション活動を活発にする工
夫がなされている。

外国
語

205 三友 コⅡ 351
JOYFUL English
CommunicationⅡ

英語を学ぶ楽しさを感じられる
ように工夫されている。題材も
現代の高校生が知的な興味を持
つテーマを中心に構成されてい
る。英語の基本を学べるように
構成されている。

基礎的なことから、応用まで、
英語が不得意な生徒にも理解し
やすい分量になっている。

写真やイラストが随所にあり、
楽しめるように工夫されてい
る。非常に見やすい。

○
外国
語

2 東書 コⅢ 302
Power On Communication
English Ⅲ

3

各課は設定されたテーマに関す
る英文２つから成る。速読と精
読の両方をすることによりリー
ディングスキルを向上させるね
らいがある。題材は生徒の知的
好奇心を喚起するものである。

量、質ともにかなり手応えがあ
る。各文にパラグラフ番号がつ
けられていたり、ペアワークの
課題が設定されていて工夫が見
られる。

写真は導入部以外では少ないが
適所に配置されている。各課の
テーマで頻出する語彙が問題形
式で掲載されている。

外国
語

15 三省堂 コⅢ 305
CROWN English
Communication Ⅲ

環境・文化・科学などの入試頻
出のトピックから生徒の興味・
関心を引く題材が多く選ばれて
いる。150～200語程度の文か
ら、段階的に2000語前後の長文
にも取り組めるようになってい
る。

リーディングスキル、入試頻出
トピック、ジャンルの異なる長
文、の３つのUnitに分けられて
いる。各パートは見開き構成と
なっている。

写真、イラストは適所に配置さ
れている。新出語の発音記号は
米音表記のみとなっている。欄
外と巻末に単語・イディオムを
掲載している。

外国
語

50 大修館 コⅢ 309
Compass English
Communication Ⅲ

扉にそのレッスンに関係のある
写真が載せられており、ブレイ
ンストーミングを行うことがで
きる。本文は見開きで２ページ
に収められ読みやすく、扱われ
ている題材も読解に適してい
る。章末のActivity Plusで更に
深いコミュニケーション活動が
可能となる内容になっている。

見開きで本文が完結する構成に
なっており、次ページで本文の
まとめと文法事項の確認ができ
るように構成されている。

英語での指示文が多用されてい
るが、取り組むべきことは十分
に理解できるため適切である。
Key Expessionsの例文も概ねわ
かりやすい。

外国
語

2 東書 英Ⅰ 322
NEW FAVORITE English
Expression Ⅰ

前半で文法の基礎学力をつけ、
後半で場面別・機能別表現を学
習できるようになっている。比
較的高度な言語活動もできるよ
う各パート構成されている。

前半で英語表現のための基本的
なルールを、後半で言語の働き
を意識してより効果的なコミュ
ニケーションを図る力を育成す
るように構成されている。各課
は見開き２ページの構成となっ
ている。

写真やイラストの配置は適切で
ある。

外国
語

15 三省堂 英Ⅰ 323
CROWN English Expression
Ⅰ New Edition

身近な暮らしや社会での暮らし
に関わる題材が扱われている。
やさしい問題の反復により表現
活動に生かすことを念頭に編集
されている。

基本編、応用編、発展編の３段
階構成になっていて、動詞中心
の基本的な文から、修飾語句を
含む複雑な文まで学習できるよ
うになっている。

写真やイラストの配置は適切で
ある。巻頭に英文のしくみ、巻
末に文法のまとめ等が掲載され
ている。

外国
語

226 チアーズ 英Ⅰ 339
ATLANTIS Higher Learning
English Expression Ⅰ
Advanced

ウォームアップ活動を含め、話
す、聞く活動がバランスよく構
成されている。各課とも長めの
Dialogが扱われており、コミュ
ニケーションの幅が広がり、よ
り実践的な力をつけられると思
われる。

各課に目標が記されており、学
習内容が明確である。活動ごと
に生徒が取り組みやすいよう構
成されている。

イラストや写真が豊富で、適切
に配置されている。

○
外国
語

231 いいずな 英Ⅰ 341
be English Expression I
Advanced

1

[話す活動]と[聞く活動]がバラ
ンスよく配置され、それぞれス
キルアップできるように工夫さ
れている。また、基本的に中学
で既習済みの言語材料で構成さ
れているので無理なく学習を進
められる。

巻末に提示されたpicture
dictionaryが各課の基本対話を
さらに広げられるよう構成され
ている。

楽しそうなイラストや写真グラ
フ、地図などが鮮明で効果的に
レイアウトされている。

外国
語

2 東書 英Ⅱ 317
NEW FAVORITE English
Expression Ⅱ

説明文、対話文、スピーチなど
題材がバランスよく精選されて
いる。文法事項の学習が中心の
Lessonと、得た情報を簡潔にま
とめて発表するSpeaking、の２
種類の課を設定している。

３つのパートに分けられ、Part
１では文を、Part２ではパラグ
ラフを、Part３ではエッセイを
書く力を養成する構成になって
いる。

写真・イラスト・図表はやや小
さめだが、適切に配置されてい
る。巻末に語彙・表現が各課の
ヒントとしてまとめられてい
る。

外国
語

2 東書 英Ⅱ 301
NEW FAVORITE English
Expression Ⅱ

説明文、対話文、スピーチなど
題材がバランスよく精選されて
いる。文法事項の学習が中心の
Lessonと、得た情報を簡潔にま
とめて発表するSpeaking、の２
種類の課を設定している。

３つのパートに分けられ、Part
１では文を、Part２ではパラグ
ラフを、Part３ではエッセイを
書く力を養成する構成になって
いる。

写真・イラスト・図表はやや小
さめだが、適切に配置されてい
る。巻末に語彙・表現が各課の
ヒントとしてまとめられてい
る。

外国
語

15 三省堂 英Ⅱ 318
CROWN English Expression
Ⅱ New Edition

生徒が興味を持つような内容が
題材となっていて、基礎から応
用まで無理なく段階的に学習で
きるよう構成されている。

練習問題が整理されていて、そ
の量も豊富である。

ポイントのまとめが視覚的であ
り、理解しやすい。
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番号 略称 記号 番号
表記・表現
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学年

内容 構成・分量・装丁

外国
語

15 三省堂 英Ⅱ 302
CROWN English Expression
Ⅱ

生徒が興味を持つような内容が
題材となっていて、基礎から応
用まで無理なく段階的に学習で
きるよう構成されている。

練習問題が整理されていて、そ
の量も豊富である。

ポイントのまとめが視覚的であ
り、理解しやすい。

○
外国
語

17 教出 英Ⅱ 320
NEW ONE WORLD
Expressions Ⅱ Revised
Edition

3

身近なテーマから徐々に世界を
広げていけるよう、課が配列さ
れている。

Part１～２は聞き取りによる導
入、Part３以降はブレーンス
トーミングから展開する構成に
なっている。文法事項、書く・
話す活動、ともに学習が進むに
つれて難易度が高くなるように
配慮されている。

本文や語句のヒント・コラムの
ほか、写真・イラストなどが適
切かつ見やすく配置されてい
る。

外国
語

104 数研 英Ⅱ 326
Revised BIG DIPPER
English Expression Ⅱ

身近な話題から題材が取り上げ
られている。100字程度のまとま
りのある文を書く事を目標にし
て編集されている。

３つのUnitに分かれていて、そ
れぞれパラグラフリーディン
グ、機能表現、パラグラフライ
ティングが学べるように構成さ
れている。

写真やイラストの配置は適切で
ある。巻末に表現リストが掲載
されている。

外国
語

183 第一 英Ⅱ 314
Vivid English Expression
Ⅱ

生徒の身近な生活から題材が取
り上げられている。題材の形式
は対話文形式が多く、対話文は
ほとんど映画のセリフである。

全16課を、８本の映画を楽しみ
ながら学習していく。基本的な
表現を、文法に注意しながら言
語の働きを中心に学習する構成
になっている。映画が言語の使
用場面を具体的に提示してい
る。

映画の有名なセリフが写真付き
で紹介されている。巻末に重要
表現のリストが掲載されてい
る。

外国
語

226 チアーズ 英Ⅱ 331
ATLANTIS Higher Learning
English Expression Ⅱ

ウォームアップ活動を含め、話
す、聞く活動がバランスよく構
成されている。各課とも長めの
Dialogが扱われており、コミュ
ニケーションの幅が広がり、よ
り実践的な力をつけられると思
われる。

各課に目標が記されており、学
習内容が明確である。活動ごと
に生徒が取り組みやすいよう構
成されている。

イラストや写真が豊富で、適切
に配置されている。

○
外国
語

231 いいずな 英Ⅱ 332 be English Expression Ⅱ 2

文法事項が詳しく、わかりやす
く説明されていて、生徒が事故
学習することが容易である。言
語活動に関しては、やや工夫が
少なく感じる。インタラクティ
ブな場面の設定はほとんどな
い。

21課で全ての文法が網羅できる
内容になっている。練習問題も
充実しており、文法事項がしっ
かりと見につく内容となってい
る。

文法理解のための表現としては
きちんとまとまっている。全体
的にはやや印象が浅い感じであ
る。

家庭 2 東書 家基 311
家庭基礎　自立・共生・創
造

小中からの学習の連携から、高
校の学習課題がわかりやすく書
かれている。調理実習の献立も
現在の食生活に即している。各
章の最後にホームプロジェクト
や関連した仕事について記され
ており、発展学習が可能であ
る。

各章のはじめに学習内容の概観
の文章があり、学習のポイント
が示されており、見通しを持っ
て学習できる。情報が多く盛り
込まれている。

写真や図・グラフなどの資料が
極めて充実しており、資料集を
使わないでも効果的に進めれれ
る。また重要語句にはルビがふ
られた表記になっている。

家庭 6 教図 家基 312
新 家庭基礎　今を学び 未
来を描き 暮らしをつくる

各章のはじめに高校生目線での
課題が示され、学習内容がわか
りやすい。また、発展課題につ
いても学ぶことができる。

各章始めにキーワードが示さ
れ、単元毎にタグ表記して整理
されていて、学習しやすい構成
である。

イラスト・写真・表・グラフが
適切に配置されていてわかりや
すい。ユニバーサルデザインに
も配慮した表記である。

家庭 6 教図 家基 313
高等学校 家庭基礎　グ
ローバル＆サスティナビリ
ティ

国際社会についての「クローバ
ル」な視点と、持続可能な社会
についての「サスティナビリ
ティ」の内容が各所に掲載され
ている。広い視野と多様な価値
観についての内容と工夫がされ
ている。

データや表、イラスト、写真な
どが適切に配置されており、学
習しやすく構成されている。

高校生とその家族のキャラク
ターを設定し、生徒が興味関心
を持ちやすい工夫がされてい
る。また、文章と図表のバラン
スがよく、視覚的に理解しやす
い表記がされている。

家庭 6 教図 家基 302
家庭基礎　ともに生きる
明日をつくる

家庭科学習の模式図や乳児の等
身大の写真をはじめ豊富な図版
が、学習の導入に役立つよう工
夫されている。各章を横断した
まとめもあり、共生社会の章で
より総合的に学習を進めること
ができる。

写真・イラスト・表などの全体
的なバランスがとれわかりやす
く記載されている。

高校生のキャラクターを設定
し、家族などの領域が学習でき
るよう工夫されている。

家庭 6 教図 家基 303
最新　家庭基礎　生活を科
学する

生活の基本や自分の人生に対す
る価値観を身に付けることがで
きるような内容となっている。
また、内容の構成がわかりやす
い。

単位数に見合った内容で、構成
も生徒に身近な内容から入って
おり、理解しやすい。

理解しやすいように、脚注で説
明を補ったり、重要な語句を目
立たせる工夫がなされている。

家庭 7 実教 家基 314
新家庭基礎　パートナー
シップでつくる未来

自分らしさを見つめながら、子
どもや高齢者、衣食住、消費者
として経済的に自立するところ
まで全体的に網羅し、主体的に
実践する態度を育てる視点を重
視内容である。

グラフや図、写真など、細かく
丁寧に指導が必要である部分に
は補足的な説明が加えられてい
る。
１ページあたりの情報量として
は内容量が多い。災害時に備え
た内容も掲載されている

アクティビティや、最新のト
ピックに着目し、主体的に考え
るきっかけを与えている印象を
受ける。

家庭 7 実教 家基 315 新家庭基礎２１ 　

これからの生活を環境や福祉な
ど、人の営みの持続可能性と公
平性の視点を重視して学習でき
る。

全編を通してテーマ学習の形で
構成されている。「個人の自
立」の確立を重視した内容であ
る。

見開き展開の紙面の構成であ
る。イラストや図説が豊富で、
時事的な内容を扱ったコラムな
ども多く実社会で起こっている
ことと結びつけて考えやすい表
現になっている。

家庭 7 実教 家基 316 新図説家庭基礎 　

生活者として自立して生きてい
くために必要な基本事項を重視
している。日々の生活に結びつ
くコラムが掲載されており、生
徒が興味関心を持てる内容であ
る。

資料が抱負に掲載されている。
一つの単元が見開き展開になっ
ている。

生徒が生活経験が少なくても理
解できるよう、政策手順などを
写真でわかりやすく提示してあ
る。
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様式１－２

番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎高等学校（全日制課程）
採択
候補
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発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

家庭 9 開隆堂 家基 317
家庭基礎　明日の生活を築
く

小中高と連続した内容を意識し
ている。コンパクトにまとまっ
た印象である。章の始まりなど
で考えたり話し合ったりする課
題が提示されているので、疑
問・関心を共有することができ
る。

資料集との一体型大判であるた
め、生徒が自主的に学習しやす
い。生徒の持ち歩きや机への保
管は疑問が残る。

写真・イラストの配色がよく、
飼料も豊富である。

○ 家庭 50 大修館 家基 318
新家庭基礎　主体的に人生
をつくる

1

実生活に即した内容が詳しく説
明してあるので、学習に深みが
持ちやすい。どの内容も分量的
に適切なので授業計画も立てや
すい。

資料が豊富で語句の説明も詳し
い。イラストや資料が見やすく
適切である。

図・表・写真等が鮮明で落ち着
いた配色である。

家庭 50 大修館 家基 319
未来をつくる　新高校家庭
基礎

意思決定を養う力や、よりよい
ライフスタイルを送るために課
題解決を大切にしながら学習を
進めていける内容である。

自分自身が考えることを重視し
ながら、人の一生・家族・子ど
もと子育て・共生社会にやや重
点を置き、衣食住の自立を図る
構成である。災害時に供えた内
容も掲載されている。

本文の文章だけでなく、写真や
グラフなどが、ページに適切な
分量で掲載されているため、内
容が理解しやすい。

家庭 183 第一 家基 320
高等学校　新版　家庭基礎
ともに生きる・持続可能な
未来をつくる

サブタイトルにあった内容に
なっておいて、自立した生活を
目指た内容がシンプルにまと
まっている。調理手順は理解し
やすい構成になっている。

ページの中のグラフ・表・イラ
スト・写真のレイアウトがすっ
きりしていてわかりやすく配置
されていて学習しやすい構成で
ある。

本文の文字も大きめで読みやす
く、巻頭・巻末資料が充実して
いる。また見やすい表記となっ
ている。

○ 情報 2 東書 社情 310 社会と情報 1

数多くの実習が具体的に示され
ており、取り扱いやすい。コラ
ム等で補足説明もされており、
指導しやすく生徒も興味を引く
ように工夫されている。

内容が系統的に分類されてい
る。各章の分量も適切であり、
わかりやすい構成になってい
る。

図・表・イラスト等が豊富に盛
り込まれており、内容が理解し
やすいように表記されている。

情報 7 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版 　

身近で具体的な例を用いて説明
されており、活用がしやすい。
またイラストやフローチャート
で説明がされている部分が多
く、内容をイメージしやすい。

それぞれの単元を数ページに
渡って詳細に説明している。例
題も豊富でわかりやすい構成に
なっている。

わかりやすいイラストや図、話
の流れが見やすいフローチャー
トが豊富に盛り込まれており、
配置も工夫されている。

情報 7 実教 社情 312 高校社会と情報　新訂版 　

イラストやフローチャート、欄
外の脚注等で詳細な内容までわ
かりやすく記述されている。理
論の中に例題として実習が盛り
込まれている。

多くのページが見開きでまとめ
られており、学習しやすいよう
に工夫されている。また詳細な
内容まで踏み込んだ説明となっ
ている。

図・表・イラスト等、視覚的わ
かりやすく表現されており、配
置も工夫されていて内容が理解
しやすいように表記されてい
る。

○
家庭
（専
門）

7 実教 家庭 303 生活産業情報 2

情報のルールやモラルの習得が
でき、難しい内容でも簡潔に書
かれている。家庭に関わる内容
とのソフト利用やつながりの資
料もあり、生活を意識できる内
容である。

生活にかかわる写真や図が豊富
で、生活を意識しながら学習が
でき、学習内容の分量も適切で
ある。日々進化していく情報社
会についての実生活に返る内容
になるとバランスがよい。

専門用語など難しい言葉も枠外
に表記されていて、文章も簡潔
に表現されて工夫がされてい
る。

家庭
（専
門）

6 教図 家庭 304
子どもの発達と保育　育つ
育てる　育ち合う

育つ・育てる・育ち合うという
観点から乳幼児の発達や福祉に
ついてわかりやすい。様々な乳
幼児を取り巻く課題を明らかに
して、どのように対処すべきか
を明記されておりわかりやす
い。乳幼児の生理的特徴につい
ては、詳しく取り上げられ、理
解しやすい。

章ごとにそのポイントになるコ
ラムが記されており、生徒の興
味・関心を喚起しやすい。表・
図・イラストの量もバランスが
よい。

欄外の説明が具体的で、実践的
である。写真・グラフなどわか
りやすい表現になっている。イ
ラストが効果的に配置されてい
る。

○
家庭
（専
門）

7 実教 家庭 311
子どもの発達と保育　新訂
版

3

乳幼児の発達や生活、福祉など
を実習を中心にわかりやすくま
とめてあり、専門的内容も興味
をもって学べるので進路に結び
付けやすい。

構成においては、表・図・グラ
フなど視覚的に美しくバランス
がよく、参考資料も豊富であ
る。

実践させる内容がわかりやすく
表記されている。写真が多く、
配色が的確で見やすい。

○
家庭
（専
門）

7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎 1

被服を製作するための基礎的な
内容が系統的に取り上げられて
いる。解説や資料が整ってお
り、広がりをもった学習が可能
である。

構成においては、表・図・グラ
フなどバランスがよく、また分
量もちょうどよい。

実践させる内容がわかりやすく
表現しており、欄外に詳しく説
明があって理解しやすい。

家庭
（専
門）

6 教図 家庭 312
フードデザイン
cooking&arrangement

内容が系統だってまとまってお
り、興味を持ちやすい内容に
なっている。特に栄養・食品の
扱いについて充実している。ま
た、災害時の食についても詳細
に記載されており、食について
さまざまな視点で内容構成され
ている。

やや文章の量が多いが、項目ご
とによくまとまっていて、系統
的に見やすく、図・表・グラフ
が多く、充実している。

語句が丁寧にまとめてあり、表
記については学習しやすくまと
められている。

○
家庭
（専
門）

7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 1

全体的にまとまりがよく、内容
も項目ごとに精選されている。
現代における食に関わる課題
（食物アレルギー・栄養価につ
いて）や食文化・食育の観点か
らも日常食や供応食の実習内容
がまとめられている。

実習内容についての記載が充実
している。栄養についてのペー
ジは、模式図などを有効的に用
いられている。文章の分量も適
切である。

図や写真を多く、専門用語など
も、挿絵や実験の様子などと併
せて理解しやすくまとめられて
いる。

○
家庭
（専
門）

6 教図 家庭 310 服飾文化 3

服飾の歴史と時代背景や社会情
勢が理解しやすい内容になって
いる。西洋と日本の服飾文化の
流れについても時代ごとになっ
ているので指導しやすい。

特徴だった服飾の写真やイラス
トなどが盛り込まれ、見ために
も理解しやすい。

専門的な用語についての解釈が
丁寧に書かれている。
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○
家庭
（専
門）

7 実教 家庭 302 ファッションデザイン 2

内容が項目ごとにまとまってお
り、ファッションデザインに関
する理念がしっかり説明されて
いる。学習が段階的から発展的
になり、広い範囲で学習ができ
るよう工夫されている。

項目ごとにまとまっていて、系
統的に見やすく口絵等も最新の
物になり、資料も豊富に構成さ
れている。

写真も多く、特に図が多くデザ
インの発想がしやすく、専門用
語なども理解しやすい工夫がさ
れている。

〇 福祉 7 実教 福祉 301 社会福祉基礎 1

学習指導要領に照らし、基本的
な学習内容が丁寧かつ適切に網
羅されている。社会福祉の全体
像や理念、諸制度などの基本的
事項がわかりやすく掲載されて
いる。

各単元ごとに適当な分量、質で
まとめられている。

写真やイラスト、統計類が多数
あり、わかりやすく表現されて
いる。諸制度も図表で解説され
ており理解しやすい。

〇 福祉 7 実教 福祉 302 介護福祉基礎 1

学習指導要領に照らし、基本的
な学習内容が項目毎にまとまっ
ており、系統的に学ぶ事が出来
る。専門的な内容も充実してお
り生徒が理解しやすい。

系統的に見やすく構成されてい
る。イラストや図がわかりやす
く・分量ともに適切である。

表現が具体的であり、専門用語
なども理解しやすいように説明
されている。

〇 福祉 7 実教 福祉 305 コミュニケーション技術 1

学習指導要領に照らし、基礎的
な知識と技術が習得できる内容
が丁寧かつ適切に網羅されてい
る。

基礎的・系統的に配列され、適
切である。

イラストや図が豊富であり、具
体的な事例を取り上げているの
で理解しやすい。

〇 福祉 7 実教 福祉 303 生活支援技術 1

学習指導要領に照らし、基本的
な学習内容が丁寧かつ適切に網
羅されており、生徒が理解しや
すい内容となっている。

単元ごとにまとまっており、分
量も適切である。

図やイラストがバランスよく用
いられ、専門用語の解説も工夫
されている。

〇 福祉 7 実教 福祉 306 介護過程 2

学習指導要領に照らし、基本的
な学習内容が丁寧かつ適切に網
羅されている。介護過程の展開
に必要な実践的な能力や態度が
身に付く。形態別介護に沿った
事例数が増えるとさらによい。

基礎的・系統的に配列され、適
切である。

図や表が豊富に掲載されてお
り、具体的な事例を通し解説し
てあるので理解しやすい。

〇 福祉 7 実教 福祉 304 こころとからだの理解 1

学習指導要領に照らし、基本的
な学習内容が網羅されている。
必要なものが、系統立てて適切
に取り上げられている。参考資
料やグラフ、写真などを取り入
れ視覚的に工夫されているとな
およい。

全体として内容が系統的・発展
的に構成され、工夫がある。

人体のイラストや図を多く活用
しており、それに対する表記等
も工夫されている。
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様式１－２

番号 略称 記号 番号

国語 2 東書 国総 333 精選国語総合

評論教材がジャンル別に掲載さ
れている。言語活動例が本文と
関連していないように感じられ
る。

教材の分量としては、丁度よ
い。漢文に分かれているページ
が多めである。

カラーページが充実していな
い。活字の大きさは適切である
が、これといった見やすさの工
夫はない。

国語 15 三省堂 国総 338 精選国語総合　改訂版

読解から表現へつなげる工夫が
随所に見られる。生徒が興味を
持って深く読み込もうという意
識に繋がりやすい教材が少なめ
である。

適量である。古文・漢文編では
基礎力を高められるよう解説が
充実している。

カラー資料・写真などが充実し
ていない。活字が小さく。読み
にくい。

○ 国語 17 教出 国総 342 国語総合 1

評論教材がたいへん充実してい
る。小説は、定番の作品がもれ
なく選定されている。読解から
表現へつなげる工夫が随所に見
られる。

適量である。古文・漢文編では
基礎力を高められるよう解説が
充実している。

本文・脚注の大きさが従来並
み。カラーページの充実度が足
りない。

国語 50 大修館 国総 346 精選国語総合　新訂版

入試を視野に入れつつ、さまざ
まなテーマの評論教材を収録し
ている。言語活動例が充実して
いる。

古典教材として、古典に親しむ
きっかけとなる文章を収録。コ
ラムも充実している。

カラー写真などの資料を効果的
に掲載している。文字の見やす
さは、感じられる。

国語 143 筑摩 国総 357 国語総合　改訂版

付録が充実していて、文学史の
学習に便利である。評論教材が
バランスよく配置されていて、
キーワードの解説もついてい
る。

評論が多く採用さている分、小
説が若干少ない。教材選択が難
しいという印象である。

落ち着いた色調である。キー
ワード欄も含め、やや文字が小
さめで見づらい感じである。

◯ 国語 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版
2
3

書くことだけに偏らず、読むこ
と、聞くこと、話すことについ
てもそれぞれの力を育成する実
践例が豊富である。

構成、分量とも適当である。 活字が大きくカラーページも充
実している。

国語 183 第一 国表 308
高等学校　改訂版　国語表
現

段階的・系統的な単元構成であ
る。文章教材が多く、読み物と
しても活用できる。

構成はよいが、通年で使用する
には物足りない。

カラー写真を効果的に掲載して
いる。

国語 17 教出 国表 301 国語表現

書くことだけに偏らず、読むこ
と、聞くこと、話すことについ
ても、それぞれの力を育成する
実践例が豊富である。

構成、分量ともに適当で、生徒
の自学自習に対する意欲を喚起
しやすい構成になっている。注
記も多い。

色彩豊かで、重要な部分がわか
りやすい表記である。

国語 15 三省堂 現Ｂ 324 精選現代文Ｂ　改訂版

２部構成になっていて、小説の
定番教材が過不足なく入ってい
る。評論はやや難しめである。
後半の資料は使い方を工夫しな
いと活用できない。

量的には多いが、この中から精
選して授業で扱うようにすれば
ちょうどよい。

あっさりした印象。カラーペー
ジが充実していない。活字の大
きさがやや小さい。

国語 17 教出 現Ｂ 327 現代文Ｂ

『舞姫』の本文脇に現代語訳が
ついている。使い勝手は悪くな
いが、全体的にやさしく感じら
れる教材が多い。

教材全体の分量はやや少ない。
この中から精選するほど選択肢
がない。

特別な工夫がされている点は分
からなかった。カラー頁・写真
などの資料が物足りない印象で
ある。

○ 国語 50 大修館 現Ｂ 331 精選現代文Ｂ　新訂版
2
3

全体的に充実しており、定番の
教材がもれなく収録されてお
り、バランスよく扱える。

全体に教材の分量は多いが、こ
の中からさらに精選するので、
問題はない。

脚注に色がついており、見やす
くできている。活字の大きさも
丁度よい。

国語 183 第一 現Ｂ 340
高等学校　改訂版　標準現
代文Ｂ

新しい作品、作家が多く採録さ
れている。定番作品から生徒が
興味を持ちやすいものまで、幅
広く扱っている。

量的には多いが、この中から精
選して授業で扱うようにすれば
ちょうどよい。

注釈が脇にあったり下にあった
りなので学習者は使いづらいか
もしれない。

国語 2 東書 古Ａ 301 古典Ａ

コラム・言語活動例が充実、読
み物としては楽しめるが、難易
度は高めである。

定番教材は少ないが、段階的に
学習できるよう構成には工夫が
見られる。

脚注が多く、見にくい。

国語 50 大修館 古Ａ 307 古典Ａ　物語選

人物系図、百人一首など付録が
充実している。３単位でも本校
生徒には分量的には多めと思わ
れる。

古典への興味づけをはかるコラ
ムが実用的である。

行間が狭く、書き込みもしにく
い。

○ 国語 183 第一 古Ａ 314
高等学校　改訂版　標準古
典A　物語選

3

古典の基礎学習に欠かせない定
番教材を幅広く採録してある。
「物語」を中心にしながら他の
ジャンルもバランスがとれてい
る。

基礎力を固められるような教材
が多く、解説・展開例も詳細で
わかりやすい。

文字は若干小さめだが、行間が
広めにとってある。

表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立幸高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁
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様式１－２

番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立幸高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

○ 国語 2 東書 古Ｂ 331 精選古典Ｂ　古文編
2
3

各時代、ジャンルの代表的な教
材が収められている。難易度も
あまり高くないので、基本的な
力をつけるのに適当である。

分冊で、さらに二部構成となっ
ているので、学年別やステップ
アップに応じて使用できる。

「古文の窓」というコラムや、
写真・図版はかなり見やすく工
夫されており、全体的に充実し
ている。

○ 国語 2 東書 古Ｂ 332 精選古典Ｂ　漢文編
2
3

各時代、ジャンルの代表的な教
材が収められている。難易度も
あまり高くないので、基本的な
力をつけるのに適当である。

分冊で、さらに二部構成となっ
ているので、学年別や、ステッ
プアップに応じて使用できる。

「漢文の窓」というコラムや、
写真・図版はかなり見やすく工
夫されており、全体的に充実し
ている。

国語 15 三省堂 古Ｂ 335 精選古典Ｂ　改訂版

古文は生徒にとって興味深い内
容の教材が多い。漢文はかなり
難しい作品が多く、大学入試レ
ベルである。

古文・漢文ともにかなり多い。
これだけの分量を味わうことが
できれば理想的ではあるが、現
実的には難しいと考えられる。

古文編は、カラーの絵や資料が
あり見やすいが、漢文編は、漢
字の多さが目についてしまう。

国語 17 教出 古Ｂ 338 古典Ｂ

定番教材が多く、生徒がストー
リーに興味を持ちやすい内容に
なっている。『大鏡』と『蜻蛉
日記』の教材選択が面白い。

古文・漢文とも教材数としては
適当である。

年表・系図等の資料や、漢文編
の大きめの写真など、使いやす
く見やすい。

国語 50 大修館 古Ｂ 342 新編古典Ｂ　改訂版

系統立てた配列がよい。現代文
との比較などがあり、楽しくわ
かりやすく学習できるように
なっている。

全体に教材の分量は適量であ
る。選択授業で扱うにはちょう
どよい分量である。

カラーの写真や挿絵が多く、付
録も百人一首など使いやすい。
生徒が使いやすい。

地理
歴史

7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版

導入部分に工夫が見られる。本
文の記述がわかりやすい。写真
やコラム・資料が適切に配置さ
れている。見やすさや理解のし
やすさに重点を置いている。側
注を簡略化している。

見開きで一時間とし、内容の把
握がしやすいように工夫されて
いる。構成が明確で、何を学習
するかがはっきり分かる。分量
も適切である。

「考えてみよう」や「みつけて
みよう」などで、生徒が主体的
に学習に取り組めるように工夫
されている。カラーページが多
く、地図も掲載されていて適切
な配置である。

地理
歴史

46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ

図版や資料・写真が充実してい
る。写真はシンプルでとても見
やすく工夫されている。記述は
平易でわかりやすい構成となっ
ていて、地図資料が多く、地域
と時代が結びつきやすい。

分量が適当である。史料と資料
が見やすく配置されている。各
見開きに日本史との対応の印が
付いていて、時代がわかりやす
い。各ページに「コラム」があ
り、学習の参考になる。

文字のサイズや書体が適切であ
る。表記が簡潔でとてもわかり
やすい。地図が多く、記述を読
むより、見てすぐに分かるもの
となっているため、理解しやす
い工夫がなされている。

〇
地理
歴史

81 山川 世Ａ 318 要説世界史　改訂版 2

基本的な歴史の流れや事象が網
羅されている。図版やコラムな
ど興味関心をひく工夫がなされ
学習しやすい。また、巻末の
「基本用語解説」により理解が
深まる。発展的な学習につなが
る教科書である。本校の生徒の
学習に適している。

Ｂ５判230ページ８章の構成であ
る。前近代部分は、各地域世界
を見開き２ページでまとめてお
り学習しやすい。近現代史の展
開は重厚な内容となっている。
また、人類の課題を考察するた
め４つの主題学習が示してい
る。

図版・コラムが多く興味がわく
工夫がなされている。写真538
点、地図・図表149点と充実して
いる。

地理
歴史

2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史

基本的な歴史事象を習得しやす
いよう配慮されている。世界史
的な視野に立ち、国際環境など
と関連づけて、日本近現代史の
展開を考察できるよう内容が取
り上げられている。

１テーマ見開きで内容がまとめ
られており、学習しやすく工夫
されている。学習の要点が明確
化されており、学習を振り返
り、まとめ、表現する工夫がな
されている。

資料性の高い写真･図版が掲載さ
れている。活字の大きさや配
置、用紙の色など読みやすく配
列されており、写真･図版も大き
く鮮明で効果的である。

地理
歴史

7 実教 日Ａ 313 新日本史Ａ　新訂版

日本近現代史の前に前近代にも
触れ、また、世界史の事項も参
照しやすく構成されている。基
本的な歴史事項を習得するのに
適している。

見開きで１時間とし、関連する
地図や資料をふんだんに構成
し、ビジュアルに訴え、わかり
やすい編集がなされている。巻
末に地域ごとのテーマ学習が
入っているのは新鮮である。

わかりやすい表現で理解しやす
い。オールカラーで資料や地図
のサイズも大きく、生徒の興味
を引き、学習に自ら取り組みや
すい内容となっている。

〇
地理
歴史

81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版
1
3

基礎的な歴史事象が網羅されて
いる。国際的な視野で日本の近
現代史が叙述されており、視点
を広げて日本史の学習を進める
ことができる。本校生徒の学習
に適している。

十分な分量の内容をバランスよ
く配置している。写真が大きく
掲載されており、生徒の興味・
理解を促す工夫がされている。

写真や図版が大きく掲載されて
おり、見やすく、生徒の興味・
関心を喚起するものとなってい
る。図の色使いなどでは、カ
ラーユニバーサルデザインにも
配慮されている。

地理
歴史

7 実教 日Ｂ 311 高校日本史Ｂ　新訂版

歴史を学ぶ楽しさを知ることが
できる紙面構成である。見開き1
テーマ完結、問いかけるタイト
ル、「歴史のまど」、特集ペー
ジなど、歴史の見方や考え方を
身につけられるよう工夫がなさ
れている。

本文記述の理解を助け、より深
めることのできるテーマ学習
（「ズームイン」）や、文化に
関する写真ページを多数設けら
れている。

最新の研究成果を積極的に取り
入れている。また、北海道や沖
縄をはじめとする地域の歴史
や、女性や子どもにスポットを
あてるなどさまざまな視点が取
り入れられている。

地理
歴史

35 清水 日Ｂ 313
高等学校　日本史Ｂ　新訂
版

基礎的事項がおさえられ、豊富
な史料、資料、写真、地図、図
版、略年表などと合わせて、理
解しやすく構成されている。

基礎的・基本的な内容が過不足
なく提示され、豊富な写真や図
版なども工夫して掲載されてい
るため、生徒の興味・関心を喚
起でき、「日本史Ｂ」の学習目
標を深めることができる。

本文は適切な分量で小見出しを
付けるなど工夫されている。ふ
りがなやゴシックも必要かつ十
分に配置されている。とくに豊
富な側注は有益で、難解な史料
に口語訳を付した工夫も学習上
効果的である。

〇
地理
歴史

81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 3

本文は基本的事項の内容が充実
しており、かつ豊富に記述され
ている。図版や写真なども多く
記載されており、脚注には詳細
な記述でより高度な内容にも触
れている。

原始・古代、中世、近世、近現
代の4部構成になっており、各時
代の特徴を捉えやすくなってい
る。各部のはじめに年表を記載
し、その時代に何が起きたのか
分かるようになっている。

図版は配色に留意し工夫を凝ら
している。写真がコンパクトに
提示されている。
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候補
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発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

地理
歴史

35 清水 地Ａ 311
高等学校　現代地理Ａ
新訂版

基礎的・基本的な地理的事象が
取り上げられ、現代世界の地理
的認識を深めるとともに、地理
的技能や地理的身方・考え方を
身につけられる内容が適切に取
り上げられている。

２編６章から構成されている。
１テーマ見開きを基本に内容が
まとめられており学習しやす
い。随所に本文内容の補完や説
明文を配し、地理的事象の理科
が深まる工夫がなされている。
分量も適切である。

本文記述は平易で明瞭であり、
ルビが適切に付せられている。
重要語句は太字で示されてい
る。写真・図版も大きく鮮明で
効果的である。図の配色なども
ユニバーサルデザインとなって
いる。

〇
地理
歴史

46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ
1
2

基礎的事項が体系的に整理され
充実している。大きな図版や写
真、模式図等で、地形や機構の
自然環境の概念をわかりやすく
説明している。最新の事例を扱
い理解を深める工夫がなされて
いる。本校生徒の学習に適して
いる。

２部７章205ページで構成されて
いる。一つの単元が見開きで、
まとまりをよくしてあり、学習
計画を立てやすい。世界すべて
の地域をカバーしているが、分
量や配列は適切である。

文章表現も平易で、見やすく読
みやすいフォントを使用するな
ど工夫してる。図版資料も豊富
で見やすく工夫がなされいる。

地理
歴史

183 第一 地Ａ 310
高等学校　新版　地理Ａ
世界に目を向け、地域を学
ぶ

写真やデータを反映した図版が
豊富に掲載されている。また、
グループで話し合ったりする活
動を入れるなど、活動を通して
言語活動に取り組める工夫がな
されている。

見開きの冒頭に「アプローチ」
が設けられ、学習内容の要点が
つかめるような工夫がなされて
いる。活動を取り入れた学習も
豊富である。

理解しやすい平易でわかりやす
い記述となっている。文字の書
体やサイズが適切であり見やす
く、鮮明な写真と図版も見やす
い。

地理
歴史

2 東書 地図 301 新高等地図

地域図に写真、鳥瞰図、断面図
などが添えられ、地域の概観を
多面から理解できる内容となっ
ている。主題地図もよく整理さ
れており、興味・関心をひくも
のとなっている。

豊富な写真、図版、統計資料が
よくコンパクトにまとまられて
いる。地形図と主題図、統計資
料がバランスよく配置されてお
り、使いやすい構成になってい
る。

落ち着いた色彩で図版が見やす
い。位置図は地球上での位置理
解を意識させる。統計資料にも
色彩を施すなど視覚的配慮がさ
れている。インデックスの添付
は利便性が高い。

地理
歴史

46 帝国 地図 313
地歴高等地図　-現代世界
とその歴史的背景-

全世界及び日本の各地域が取り
上げられ、地歴･公民科の学習に
必要な地図、統計、資料が掲載
されている。現代世界を理解
し、歴史的背景がおおさえらえ
るよう世界・日本の現在の地図
に歴史的要素が重ねられてい
る。

政治や経済の重要地域だけでな
く、国家の枠を超えた文化圏や
文化の中心が読み取れる工夫が
なされており世界の諸地域への
理解が深まる工夫がされてい
る。歴史地名、事項が多数掲載
されており歴史学習で活用でき
る。

カラーユニバーサルデザインに
配慮された色彩づくりになって
いる。地名など現地表記と通称
が併記されているので地理・歴
史の学習の手助けになる。

〇
地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図
1
2

詳細な地図を基本に豊富な主題
地図が配置されており、様々な
用途に対応できる。地形や気候
に関する図版も適切で充分な統
計資料を掲載している。本校、
地歴公民科の学習にも適してい
る。

オーソドックスな構成で資料も
豊富に掲載されており、各領域
内容がバランスのとれた配置と
なっている。インデックスが設
置されており、利便性を高めて
いる。

伝統的な等高段彩表現が用いら
れており、見やすい配色で、地
形の概観を理解しやすい。主要
図に位置図が併記され、地球上
の位置理解を促進している。

公民 2 東書 現社 313 現代社会

基礎的内容から発展的内容まで
バランスよく配列され、理解し
やすい。写真・図版・資料が精
選され、適切である。詳細な文
章で説明されており、わかりや
すい内容になっている。

全体的に適正な構成と分量であ
る。図版と文章の配分が適切
で、全体の構成がまとまってい
る。

適切な表現で、詳細に記述され
わかりやすい。写真・図版が理
解しやすいように表現されてい
る。

公民 46 帝国 現社 318 高等学校　新現代社会

基礎的な内容でわかりやすく記
述されている。本文各所に生徒
が主体的に考え表現できるよう
作業学習の項目が設けられてい
る。

本文・資料・図版・写真の配置
はバランスがよく、理解しやす
い構成になっている。

基礎・基本を重視した適切な表
現であり、理解しやすいよう丁
寧に表記されている。

〇 公民 104 数研 現社 319 改訂版　現代社会 1

基本事項から発展的な内容ま
で、読みやすく丁寧に記述され
ており理解が深まるよう工夫さ
れている。本校生徒の学習に適
している。

学習指導要領のポイントである
「習得・活用・探究」や「言語
活動の充実」が深まるように構
成されている。

読みやすさや分かり易さを重視
し、丁寧な記述で理解が深まる
ように表現されている。

公民 2 東書 倫理 311 倫理

各章のバランスがよく、分量も
適切である。単位数に対応した
展開ができるよう工夫されてい
る。全体を通して、中学校での
既習内容をふまえて記述されて
おり、中高接続に対する配慮が
なされている。

生徒にわかりやすい文章で簡明
に記述されていて、理解を助け
るための資料も適切に配されて
いる。また、課題追求学習の教
材は学習指導要領で示された現
代の倫理的課題をより幅広い視
点から構成している。

生徒の学習の動機づけになるよ
うな記述がなされている。用
語・記号は統一されており、記
述のしかたもわかりやすく適切
である。本文記述は平易で簡明
であり、生徒が読みやすいよう
にルビが多く付されている。

〇 公民 7 実教 倫理 312 高校倫理　新訂版 2

受験に必要な思想家と重要事項
を過不足なく取り上げ、特に重
要な概念は、注や要点整理の
Pointでていねいに解説してあ
る。本校普通科がめざす学習に
適している。

思想の流れや全体像を把握しや
すいよう、内容を時代順に構
成・配列されている。

象徴的な絵画や写真を取り上げ
て内容を簡潔に紹介している。
また、宗教・思想の特徴や流れ
を整理した特集ページでは、図
表や写真を多用して全体像を理
解できるようにしている。

公民 81 山川 倫理 309 現代の倫理　改訂版

用語を多く取り上げ丁寧に記述
して詳細な内容となっている。
先哲の思想や現代の課題を的確
に盛り込み、生徒が理解しやす
い内容である。

Ａ５判サイズ218ページで構成さ
れている。各節の冒頭には、先
哲の言葉や資料も掲載して工夫
している。

コラムに工夫があり、生徒の関
心をひきやすい。また、資料や
写真も充実している。

〇 公民 7 実教 政経 312 高校政治・経済　新訂版 3

詳細な記述で豊富な事例で深い
学習に適した内容となってい
る。注釈やコラム、図や写真が
多く学習を深める工夫が見られ
る。また、アクティブ・ラーニ
ングにも活用できる教材も掲載
されている。大学受験や公務員
試験に適した教科書である。

Ａ５判248ページで構成されてい
る。政治経済分野ともに内容が
充実している。時事的な話題や
最近の動きも豊富に取り上げら
れている。

図版、写真、注釈、用語解説な
ど豊富に掲載されており、理解
しやすく興味を持って学習でき
る工夫がされている。カラーユ
ニバーサルデザインに配慮した
デザインを使用している。
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様式１－２

番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧
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候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

公民 35 清水 政経 315
高等学校　新政治・経済
新訂版

第1編・第2編の本文は、基礎
的・基本的な必須事項が豊富な
写真・グラフなどの資料ととも
に理解しやすく記述され、展開
されている。第3編では課題探究
学習を配置し、生徒の学習段階
に応じて活用できる工夫がされ
ている。全体的に理解しやすい
工夫がなされいる。

ＡＢ判200ページで構成されてい
る。原則見開き２ページで展開
され、系統的に構成されてい
る。本文は、簡潔にしてわかり
やすく述べられており、分量的
にも扱いやすい構成となってい
る。

オールカラー印刷で写真やグラ
フ･図表･年表が効果的に豊富に
掲載され、理解しやすい内容と
なっている。写真や図版の枚数
は約470、索引数は約1300項目と
なっている。

公民 183 第一 政経 309
高等学校　改訂版　政治・
経済

基本的な内容を中心にまとめら
れている。具体的な事例を中心
に展開されている。課題探求学
習では、多角的･多面的に学ぶこ
とができるよう工夫されてい
る。

第１・２編で学習における着眼
点が明確に示されており理解し
やすい工夫がなされている。第
３編では例を設けて課題探求学
習を行いやすくなっている。

すべてカラーページとし理解し
やすい。本文記述や図表におい
て歴史的な面が重視されており
理解しやすい。

数学 2 東書 数Ⅰ 317 数学Ⅰ　Advanced

本文の説明が丁寧で理解しやす
い。例や例題は基本から応用ま
で掲載されており、章末には充
実した練習問題がある。

各説明の後の問いの量は適切で
あり、章末の問題や練習問題は
量、難易度等充実している。

多色刷りではあるがカラフルな
色はほとんど使用しておらず、
全体的に落ち着いた内容になっ
ている。

数学 2 東書 数Ⅰ 318 数学Ⅰ　Standard

例・例題の解説が丁寧で、問、
節末問題、章末問題と段階的に
レベルアップできる。問は基
礎・基本の知識定着に役立つ。
参考、発展の内容も充実してい
る。

構成は理解しやすく工夫されて
いる。分量は基本的なもの発展
的なものと分かれて演習できる
ようになっていて盛りだくさん
である。

各文章表現や文字の大きさ、記
号の使用等、適切である。色の
配色は色数を抑え、色の濃淡で
表現されている。

○ 数学 104 数研 数Ⅰ 329 改訂版　新編　数学Ⅰ 1

基本問題から発展まで多くの種
類を扱っており、色々と対応し
やすい。応用的な例題も解説が
丁寧で、解答の仕方がわかりや
すい記述である。

丁寧な記述で構成されている。
分量的にも適切である。行間が
広いため、読みやすい。

理解しやすいようなヒントなど
が表記されている。図やイラス
トが以前より多く使われており
見やすい。

○ 数学 104 数研 数Ⅰ 330 改訂版　最新　数学Ⅰ 1

基本問題を多くの種類を扱って
おり、色々と対応しやすい。例
題も解説が丁寧で、解答の仕方
がわかりやすい記述である。

丁寧な記述で構成されている。
分量的にも適切である。

理解しやすいようなヒントなど
が表記されている。図やイラス
トが以前より多く使われており
見やすい。

数学 104 数研 数Ⅰ 331 改訂版　新　高校の数学Ⅰ

各単元ごとに学習のポイントが
示されており、筋道をたてて学
習することができる。また確認
問題や課題学習など、生徒が興
味を持つような内容になってい
る。

Ｂ５判で文字も大きく、コンパ
クトにまとまっている。分量も
適度でよい。

公式や要点がはっきりしてい
る。要点や図の配列も親しみや
すい。色を巧みに使いポイント
をおさえていてわかりやすい。

数学 2 東書 数Ⅱ 317 数学Ⅱ　Advanced

単元ごとにポイント、段階別が
しっかりしており、演習量も多
いため、定着を目指した授業に
向いている。

構成はしっかりしている。分量
は教科書が小さいため詰め込み
過ぎと感じる。

色の配色が暗い印象。視覚的に
重要な部分がどこかが不明確で
ある。

数学 2 東書 数Ⅱ 318 数学Ⅱ　Standard

単元ごとにポイントがしっかり
しており、演習量も多く進学に
向けての授業展開がしやすい。

構成はしっかりしている。分量
は教科書が小さいため詰め込み
過ぎるように感じる。

色の配色が暗い印象。視覚的に
重要な部分がどこかが不明確で
ある。

○ 数学 104 数研 数Ⅱ 329 改訂版　新編　数学Ⅱ
2
3

基本的例題から応用例題まで幅
広く編集され、生徒の実態に即
した指導ができる内容である。

理解しやすい構成になっていて
問題量も適切である。

多くの色やイラストを用い、親
しみやすい紙面づくりをしてい
る。公式や要点がはっきりして
いて見やすい。

数学 104 数研 数Ⅱ 330 改訂版　最新　数学Ⅱ

基礎的・基本的事項の理解や習
得に役立つように配置されてい
る。難易度を少し落とした部分
が多い。

理解しやすい構成になっていて
問題量は少ないが、わかりやす
い構成である。

多くの色やイラストで生徒の理
解を促している。

数学 2 東書 数Ａ 317 数学Ａ　Advanced

本文の説明が丁寧で理解しやす
い記述である。説明や例、例題
の後の問いについては量の少な
さを感じるが、その分を章末の
練習問題等で補っている。

　文章での説明が多くなってい
るが、もう少しそこに関連した
図、または写真等を挿入した方
がより理解度が増すと思う。

　多色刷りではあるがカラフル
な色はほとんど使用しておら
ず、全体的に落ち着いた内容に
なっている。

数学 2 東書 数Ａ 318 数学Ａ　Standard

例・例題の解説が丁寧で、問、
節末問題、章末問題と段階的に
学習を進めることができる。数
学Ⅰとの関連を配慮した編集と
なっており扱いやすい。

構成・分量ともに適切である。 色の配色は色数を抑え、色の濃
淡で表現されている。

数学 7 実教 数Ａ 320 数学Ａ　新訂版

例題・問題数も多く、解説等が
親切にわかりやすくまとまって
いる。また基礎的・基本的事項
の理解や習得に役立つように配
置されているため、内容も生徒
の実態に即している。

B5判で文字も大きく、分量も薄
くコンパクトにまとまってい
る。

図や色印刷が適度で、かつメリ
ハリがあり見やすい。
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○ 数学 104 数研 数Ａ 329 改訂版　新編　数学Ａ
1
2

集合と確率での用語の違いを丁
寧に説明されている。条件付き
確率での例題には、生徒の意見
に対するはたらきかけも読み取
れ、これまでにない新しい例題
が載せてある。

３段階の例題に分かれており、
生徒の理解に沿って学習を進め
ることができる。また、研究や
発展・コラムと深く追求する
きっかけがきめ細かく準備され
ている。

文章表現の意味の説明に、適切
な図を丁寧に掲載して数学的表
現の理解を促す工夫がある。

数学 104 数研 数Ａ 330 改訂版　最新　数学Ａ

丁寧に説明されている部分が多
い。例題を親切に感じる。生徒
の意見に対する働きかけも読み
取れ、これまでにない新しい例
題が載せてある。

段階ごとの例題に分かれてお
り、生徒の理解に沿って学習を
進めることができる。

文章表現の意味の説明に、適切
な図を丁寧に掲載して数学的表
現の理解を促す工夫がある。

数学 2 東書 数Ｂ 318 新数学Ｂ

段階的に無理なく学習を進める
ことができる。問は例・例題と
同程度の問題を扱い、基礎的・
基本的な知識が定着するのに役
立つ。参考・発展の内容も充実
している。

各ページの頭の項目を統一する
ことで、学習に際し、より見や
すくしている。

色の配色は色数を抑え、色の濃
淡で表現されている。

○ 数学 104 数研 数Ｂ 327 改訂版　新編　数学Ｂ 2

基本問題から発展まで多くの種
類を扱っており、様々な状況に
対応しやすい。解説も丁寧で理
解しやすい。

構成・分量ともに適切である
例題もしっかり説明されている

図説、数式中の重要な文字、問
の答えなどが太字等が強調さ
れ、随所に写真やイラストが用
いられるといった工夫が見受け
られる。

数学 104 数研 数Ｂ 328 改訂版　最新　数学Ｂ

基本の問題が多々ある。受験を
視野にいれると物足りなさがあ
る。

構成・分量ともに適切である。
例題もしっかり説明されてい
る。

適切で理解しやすい文章表現を
用いてまとめられている。

数学 183 第一 数Ｂ 331 高等学校　数学Ｂ

例、例題、探求例題と学習内容
が段階的であり、取り組みやす
い。また、研究の位置づけで本
文に関連した学習内容を扱って
おり、授業の進度に合わせて取
り組むことができる。

構成・分量がともに適切であ
る。例、例題、探求例題が枠で
囲まれており見やすくなってい
る。

ユニバーサルデザイン（カラー
バリアフリーを含む）等の工夫
があり、見やすくなっている。

理科 2 東書 科人 306 改訂　科学と人間生活

自然と人間生活との関係につい
て、身の回りの事物・現象に関
する観察、実験などを学び、科
学的な見方や考え方を養い、科
学に対する興味・関心を高めら
れるようになっている。

発展的な学習内容の掲載は極力
控えられており、基本的・基礎
的な学習内容と現象が多く、観
察実験に重点が置かれている。

導入のページで興味・関心を喚
起する美しい写真を大きく使っ
たり、本文中の写真もなるべく
身近な製品を使ったりするな
ど、視覚的にくらしと科学をつ
なげる工夫がなされている。

○ 理科 7 実教 科人 307 科学と人間生活　新訂版
1
3

丁寧な説明で、それぞれの分野
で基本的な概念をきちんと理解
できるように記述してある。生
徒に興味を持たせるながら授業
を進められる内容になってい
る。

各内容の分量と配分が適切であ
る。写真や図が多く、全体の構
成が適当である。

文章は簡潔で読みやすく表現さ
れている。専門用語が明確に定
義され、文章が簡潔であるた
め、要点が把握しやすい。

理科 61 啓林館 科人 302 科学と人間生活

自然と人間生活との関連、及び
科学技術が人間生活に果たして
きた役割について、観察、実験
などを通して深く理解できる内
容になっている。

各内容の分量と配分が適切であ
る。写真や図が多く、全体の構
成が適当である。

図や表、写真などが多く生徒の
理解を深め、より興味を抱かせ
るものになっている。

○ 理科 2 東書 化基 313 改訂　化学基礎 1

取り組みやすい基礎的内容か
ら、さらに深く理解するための
発展的内容まで、幅広く学習で
きるように構成されている。興
味を持って学べるようコラムが
所々に配置されている。

教科書内の全問題に解答と解説
がついていてよい。構成も分量
も適切である。

記号や計算単位などの使用が適
切である。また、図表なども効
果的に使われている。目次に教
科書で注目すべき記号などもま
とめられている。

○ 理科 2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎 3

基本的な概念、原理・法則の正
確な理解と、それらの応用が身
につくようになっている。化学
が産業や製品に密接に関わり、
生活を豊かにしていることを理
解できるようになっている。

大判の装丁がなされ、非常に見
やすい。章末にまとめと確認テ
ストがあり、分量やページ数も
適切である。

大判をの利点を生かし、側注を
利用して、解説や図表など生徒
が理解しやすいように、適切な
位置に配置されている。目次に
教科書で注目すべき記号なども
まとめられている。

理科 7 実教 化基 315 化学基礎　新訂版

授業に必須の内容、実情に合わ
せて取捨選択したい内容、さら
に学問的に詳しく掘り下げたい
内容が、それぞれはっきり区分
けされている。発展的な学習内
容も充実している。

構成も分量も適切である。知識
がしっかりと身につく構成に
なっている。

平易な表現でわかりやすく表現
されている。写真が見やすくイ
ラストも豊富で丁寧である。

理科 7 実教 化基 316 新版化学基礎　新訂版

学習指導要領の内容がもれなく
記述された内容となっている。
「発展的な内容」は精選されて
いる。「問題編」を収録してお
り、生徒の反復学習の手助けと
なる。

Ｂ５改判で、側注を入れられる
ようにしている。所々にトレー
ニングやまとめが適切に配置さ
れている。

学習上のポイントになる内容は
目立つようにかこまれており、
また、化学式の書き方などを簡
潔な図で表しているので生徒の
理解に役立つ。

理科 7 実教 化基 317 高校化学基礎　新訂版

化学の基本概念を丁寧に解説
し、中学理科からスムーズに移
行できること、学習の定着が図
れること、日常生活との関連を
感じながら学習できる内容に
なっている。

構成も分量も適切である。知識
がしっかりと身につく構成に
なっている。

工夫された図で見やすく理解し
やすい。表記･表現ともに適切で
ある。文章が平易・簡潔にまと
められ、長文や論理の飛躍を避
け、生徒に読みやすくなってい
る。

理科 2 東書 生基 311 改訂　生物基礎

各節ごとにNAVIとして、各章の
流れが確認できる工夫がなされ
ており、必ず質問から入るよう
な作りになっている。各ページ
の帯には流れが確認出来るよう
に工夫されている。

内容が見開き２ページ内に収ま
るように構成されている。本文
は簡潔で内容が精選されてお
り、程度・分量ともに適切であ
る。

カラーの図や写真が必要な箇所
にふんだんに盛り込まれてい
る。図や写真の質が高く、学習
内容のつながりを意識させる工
夫がなされている。
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様式１－２

番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立幸高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

理科 2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎

学習した項目が互いに結びつ
き、生物学の全体像が見通せる
内容である。生徒の思考や興味
関心が学習内容に結びつけるこ
とができる。

イラストや写真が豊富でわかり
やすい構成になっており、印象
が残りやすい工夫がされてい
る。各内容の分量とその配分が
適切である。

写真やイラストが豊富で、親し
みやすく、視覚的に捉えやすく
なっている。観察実験の具体的
な写真が多く、指導の時に利用
出来る。

理科 7 実教 生基 313 生物基礎　新訂版

学習した内容が互いに結びつい
ていることを意識させるため
に、表記方法を工夫している。
各章のまとめでは、生徒が自主
学習を行うことができる工夫が
ある。

構成も分量も適切である。問題
の解答が巻末にあり見やすく工
夫されている。

イラストやカラー写真を用い
て、視覚的に理解できるように
工夫されている。また、本文中
の行間に青字で写真掲載ページ
が記載されている。

○ 理科 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版 2

生物や生物現象の基本的な概念
や原理・原則が把握できるよう
に、指導要領の内容が過不足な
くまとめられている。既習事項
の確認や深く学習をおこなうた
めの発展内容も充実している。

大判で構成も分量も適切であ
る。側注の解説が充実しており
生徒の自主学習に利用できる。

原理やしくみをわかりやすくす
るために、模式図が多用されて
いる。生命現象を具体的に感じ
とらせるため、本文や図と関連
のある写真が多用されている。

理科 2 東書 生物 306 改訂　生物

探究的に学習が進められるよう
に工夫されている。知識を深め
る内容や科学誌など、本文に関
連したテーマを幅広く取り上げ
て、生徒の興味関心を喚起する
内容になっている。

内容が見開き２ページ内で収ま
るように構成されている。ま
た、本文は簡潔で、内容が精選
されている。さらに、深化して
学習したい生徒向けには「発
展」が設けられている。

Ａ５判より大きい判型を生か
し、カラーの図や写真が必要な
箇所にふんだんに盛り込まれて
いる。レイアウトも写真と図を
並べて示すなど、見やすく工夫
されている。

理科 2 東書 生物 307 スタンダード生物

学習指導要領の主旨のとおりに
つくられている。適切な箇所に
「観察実験」が取り上げられて
おり、探究的に学習が進められ
るように工夫されている。

１項目が原則的に見開き２ペー
ジで収まるように構成されてい
る。また、文章も簡潔で内容が
精選されている。

編を横断した内容の図や解説は
体系的に学習内容の理解が図れ
るようになっている。

理科 7 実教 生物 308 生物　新訂版

本文の内容が最小限になってお
り、限られた時間内での学習に
適した内容となっている。

本文の量を最低限とし、図や絵
を多くすることで視覚的に理解
しやすい構成となっている。

重要単語に英語が付記されてお
り、国際化にも対応可能な内容
となっている。

○ 理科 7 実教 生物 305 生物 3

学習指導要領の内容が過不足な
く簡潔に記述されている。最新
の話題も学習内容として取り上
げられている。既習内容との関
連をはかるために、復習も適所
に取り上げられている。

本文に「問」、章末に「まと
め」を設置し、生徒自ら学習項
目を予習・復習できるような構
成になっている。程度、分量も
適切である。

紙面のレイアウトは見やすく、
図の中で連続的変化を示すもの
は色を統一するなど、カラーが
有効に使われている。

○
保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 1

内容構成が適切で、資料等も充
実している。また、生涯を通じ
た健康やスポーツの基礎的な事
項が、わかりやすく記載されて
いる。生徒に多様な視点や課題
意識をもたせやすい。

１つの項目が見開き２ページで
完結する構成になっており、学
習者が学習範囲を意識できるよ
うに配慮がなされている。

ポイントがわかるよう強調文字
などが使用されており、カラー
や図表、イラストが多く生徒の
興味関心が高まるような工夫さ
れている。

保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版

学習指導要領に沿って各単元の
中で適切に精選された内容が記
述されており、重点的内容が簡
潔・適切に説明されているので
理解しやすい。

構成内容がバランスよく配置さ
れている。一つの項目が基本的
には見開き２ぺージで完結する
構成になっており、重点的に学
習が展開できるように配慮がな
されており、まとめやすい。

カラー、図版も豊富で生徒の興
味関心をひきやすく、内容も理
解しやすい。的確な表現でまと
められており、表記の仕方も強
調され工夫されている。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版　保健体
育

テーマ学習が設定してあり、現
代の社会的、健康的な問題につ
いて考える内容が多くある。学
習のポイントが明記されており
生徒が目的意識をもって授業に
取り組める。

構成・分量ともに適切である。
単元毎に平均的な分量になって
いて使いやすい。学習範囲が明
確に提示されており、まとめや
すく指導しやすい。

カラー、図版も豊富で生徒の興
味関心をひき、内容も理解しや
すい。的確な表現でまとめられ
ており、太字などで強調され工
夫されている。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１

世界の音楽を幅広くとりあげ、
声楽・器楽・鑑賞それぞれが生
徒にとって親しみやすい選曲と
なっている。ポピュラー音楽も
随所に挿入されており、無理な
く歌えるようキーも工夫されて
いる。

全体的にしっかりとした構成で
ある。分量的にも適量であり、
装丁も美しく、生徒たちにとっ
て親しみやすくなっている。

すべてに及んで明確な表記であ
る。的確かつ簡潔な表現の中に
も丁寧さがうかがえ、生徒が理
解しやすいよう工夫されてい
る。

○ 芸術 89 友社 音Ⅰ 311 改訂版　高校生の音楽１ 1

世界各国の音楽を題材にし、特
に世界の民謡・ミュージカルナ
ンバーなど歌唱教材が充実し、
バランスもよい。鑑賞教材や和
楽器などの解説が細かく丁寧で
より深く学ぶことができる。

バランスよく構成されている。
楽典の配分も充実しており、高
校生にとって適切な分量となっ
ている。装丁も細部に至るまで
工夫されている。

色刷りが多く、写真、イラスト
を多用し、視覚的に工夫がなさ
れており、見易い。譜例などが
効果的に配置されており、理解
しやすい。

芸術 89 友社 音Ⅰ 312 改訂版　ON! 1

リズム・メロディー・ハーモ
ニーといった音楽の基本的要素
をはじめに学べる内容となって
おり、段階を踏んで学習活動が
できる工夫がされている。和楽
器の内容も充実している。

全体の構成がしっかりしてい
る。変化に富んで飽きさせない
構成である。分量が丁度よい。
装丁が美しい。

表現が硬くなく、理解しやすい
文章となっており、生徒の学習
意欲を引き出す工夫がされてい
る。

芸術 27 教芸 音Ⅱ 309 高校生の音楽２

日本音楽西洋音楽とどちらに偏
ることなく、幅広い音楽のジャ
ンルを取り入れており、且つ、
生徒に親しみやすい内容であ
る。

全体の構成がしっかりしてい
る。分量が丁度よい。装丁が美
しい。

表記が丁寧である。表現が生徒
に理解しやすく工夫されてい
る。

芸術 27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２

選曲、編曲とも大変よく工夫さ
れており、生徒が主体的に取り
組み易くなっている。

構成、分量とも適切であり、装
丁も美しい。

生徒に理解しやすい表記、表現
になっている。

-18-



様式１－２

番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立幸高等学校（全日制課程）
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学年

内容 構成・分量・装丁

○ 芸術 89 友社 音Ⅱ 311 改訂版　高校生の音楽2 2

歌唱に重点がおかれているとこ
ろから、歌唱力を高める音楽Ⅲ
の授業では使いやすい。日本の
歌曲以外にも様々なジャンルの
曲が扱われており、深く学習で
きる。

表現領域の歌唱においては、独
唱、斉唱から合唱まで様々な編
成の教材があり、歌詞もイタリ
ア語など、幅広く網羅されてい
る。

表記が丁寧である。表現が生徒
に理解しやすく工夫されてい
る。

芸術 17 教出 音Ⅲ 301 音楽Ⅲ

親しみやすい選曲内容になって
おり、全体的にも大変バランス
のよい内容である。

構成に工夫が施されており、装
丁も素晴らしい。また、分量が
丁度よい。

表記が大変理解しやすく、ま
た、表現が豊かである。

芸術 27 教芸 音Ⅲ 302 Joy of Music

３年間の集大成として、歌唱、
器楽、鑑賞それぞれ高度な内容
の充実、更に、音楽理論につい
ても触れられている。譜面に細
かく指示がされているため、生
徒の自主的な活動ができる。

美しい装丁で分量も適切であ
る。資料としての写真や図が程
よく配列されている。

全ページにわたり、美しいカ
ラー刷りで、楽譜・文字・イラ
スト・写真など印刷が鮮明なも
のとなっている。

○ 芸術 89 友社 音Ⅲ 303 高校生の音楽3 3

歌唱、特にオペラの曲に重点が
置かれている。西洋の音楽にも
多く触れることができる。選曲
や編集も工夫されている。また
合唱曲は編成別の楽曲が掲載さ
れている。

美しい装丁で分量も年間で学習
する内容としては丁度よい。楽
譜も見やすく構成されている。

音符や歌詞が大変見やすく、外
国語の歌詞にも読み仮名がつい
ているため、楽譜が読みやすく
構成されている。

○ 芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１ 1

各テーマ毎の作品は可能な限り
大きく扱われており、より強く
印象に残るように展開してい
る。技法などの資料も充実して
おり、美術史に関する記述も詳
しく解説されているので、大き
な流れと共に理解しやすい。

図版の大小共に、部分拡大図も
必要に応じて使われており、よ
り学習が深まるよう構成されて
いる。各章は簡潔にまとめられ
ているので、適切な分量になっ
ている。想定は堅牢で、制作の
資料としても役立つ。

文書は丁寧でわかりやすい。文
字の種類、色、大きさなどがよ
く考慮されているので、大変読
みやすい。カラーユニバーサル
デザインの面からの考慮もなさ
れており章毎の表記が明確に分
けられている。

芸術 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１

テーマを簡潔な言葉で設定し、
その後様々な作品、技法の紹介
へと展開しているので、生徒の
学習が自然に流れ発展してくよ
うに作られている。資料は技
法、色彩など豊富な分量で、充
実している。

表紙、本文共に数多くの図版で
構成されている。その中で、見
開きや部分拡大図など大判の画
像が配置され、見るものを飽き
させない構成である。解説文も
豊富な分量で、装丁は堅牢であ
る。

それぞれの画像に丁寧かつ簡潔
な解説がなされており、わかり
やすい表現なので大変読みやす
い。文字に関しては、種類、大
きさなどが工夫されており、ど
の作品に対する文章かを識別し
やすい。

芸術 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１

美術で扱うあらゆる分野につい
て丁寧に解説されている。制作
技法についても詳しく解説され
ており、それぞれのプロセスが
理解しやすい。古典から現代ま
で様々なテーマ、作品が掲載さ
れている。

身近なものの観察から、映像メ
ディア表現まで、わかりやすく
理解しやすい構成である。分量
は適切で、美術、デザインの構
成も使いやすい。想定は堅牢
で、かつ図版がみやすい製本に
なっている。

文章は平易でわかりやすい。そ
れぞれの作品について丁寧に解
説されている。読みにくい作品
名などにはふりがながつけられ
ており、学習者に対する配慮も
十分行われている。

芸術 116 日文 美Ⅰ 303 Art and You 創造の世界へ

美術に関する内容を、全て創造
と捉え、作家の活動がどのよう
に展開し、作品へと結実してい
くかが理解できるような内容で
ある。生徒作品も多数掲載され
ており、生徒にとって学習の手
助けとなっている。

小型で携帯しやすい大きさであ
る。掲載作品は各章で数多く、
資料としても役立つ。見開きで
ページ内が全て見えるように製
本されており、細部まで使いや
すさを追求している。

文章は平易でわかりやすく、丁
寧である。作家や作品のデータ
に関しても、正確で理解に役立
つように配慮している。日常あ
まり使わない用語などはふりが
なや解説を付けて読みやすく考
えられている。

○ 芸術 38 光村 美Ⅱ 303 美術２ 2

各テーマに添う作品について、
東洋・西洋、古典・現代の枠に
とらわれず扱うことにより、生
徒の視野がより拡がるよう工夫
されている。制作技法や作家の
紹介も詳しく丁寧に解説されて
いる。

作品の紹介については、掲載サ
イズに大小の差をつけることに
より各テーマ内容を最もよく表
す作品が一目でわかる構成に
なっている。想定は美しく、分
量も適切である。

各テーマの解説と作品の紹介な
どで文字の種類や大きさを変更
しているので、豊富な解説文で
あっても読む時に混乱すること
はない。表現はわかりやすく正
確で非常に読みやすい。

芸術 116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２

様々な表現において、何を表現
するかをより深く考えるよう生
徒を導く内容になっている。制
作技法に関しては、最新技術と
伝統技術の両方を載せることに
より、表現の幅が拡がるよう工
夫されている。

東洋西洋、古典現代の作品を数
多く掲載することにより、まず
読むことで豊富な知識を得るこ
とができるような構成である。
技法についても多く紹介されて
おり、制作過程が正しく確認で
きる。装丁は堅牢である。

各テーマが最初に目に入るよう
文字の大きさなどが工夫されて
おり、次に解説が簡潔でわかり
やすい。作品の紹介も読みやす
い分量、表記であり、表現も適
切である。

芸術 116 日文 美Ⅱ 302 高校美術２

今後の美術に関する問題提起か
ら始まり、様々なテーマへと展
開しており、生徒の興味・関心
に応じた活動が展開できるよう
な内容である。また高校生の生
活実感に即した題材が多く扱わ
れている。

作品は大きく掲載されている。
また見開きや拡大図なども使用
し、より印象に強く残るよう構
成されている。分量は各テーマ
毎に理解するには十分である。
装丁は見開き図版が完全に見え
るよう製本されている。

文章は平易でわかりやすい。作
品の解説文なども丁寧で理解に
役立つような表現である。読み
にくい作品名、用語などは振り
仮名を付けて表記されている。
各種データも正確である。

○ 芸術 38 光村 美Ⅲ 301 美術３ 3

西洋と東洋、古典と現代などの
枠を取り払い、作家のもつイ
メージがいかに見るものに響く
のかという観点から作品が紹介
されている。美術に関わる職業
も解説され、生徒の興味を引く
内容である。

生徒が自主的に取り組み、考え
ることを促すよう幅広い時代や
分野とともに、社会との関わり
を意識するよう構成されてい
る。分量は厳選された内容を的
確に伝えるよう絞りこまれてい
る。

わかりやすく読みやすい表現で
あり、作品についての解説は丁
寧である。文字の大きさ、種
類、色などの要素は、１、２と
共通しており、継続学習者に
とって学習しやすい表記であ
る。

芸術 116 日文 美Ⅲ 302 高校美術３

美術に関わる職業と、その職業
に現在携わっている人物を取り
上げ、１、２で学習した内容の
拡がりを理解できるような内容
である。また生徒に自らの将来
も考えさせるよう促している。

現在活躍中の人物を取り上げて
いるので、生徒がより興味・関
心を持てるような構成となって
いる。また環境との関わりも考
慮するようなテーマも設定され
ており、生徒の理解が深まる。
装丁は堅牢である。

文章は平易でわかりやすい。読
みにくい作品名、用語などには
振り仮名が付けられているの
で、理解を深めながら読み進む
ことができる。また様々なデー
タも正確に表記されている。

○ 芸術 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ 1

書に親しみ、感性を豊かにする
ための工夫が丁寧にされてい
る。また、古典教材としての書
への興味・関心を喚起し、書の
伝統と文化への理解を深めるこ
とができる。

近現代の創作作品や、カラー図
版を多用した書道史略年表など
により、自ずと書表現への親し
みと意欲を増すことができる構
成となっている。

単元ごとに落ち着いたカラー配
色で仕切られており切り替えが
理解しやすく、ページごとの説
明文の配置も一見して理解しや
すい。
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番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立幸高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

芸術 6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ

書道の幅広い活動を通して、書
を愛好する心情を育て、書道の
基礎的な能力を伸ばすよう、表
現と鑑賞相互の関連を図りなが
ら各領域が適切に構成されてい
る。

カラーユニバーサルデザインに
も配慮し、作品の持つ雰囲気が
伝わりやすい。構成・分量は適
切である。

書道専門用語、難読語にルビが
ふられており、古典資料にも大
意があるので理解しやすい。

芸術 6 教図 書Ⅰ 302 書Ⅰ

書と周辺文化の歴史等が年表、
写真資料と共に掲載されていて
書道史全般が理解しやすい。
篆・隷・草・行・楷と書体の変
遷を順に配列していてわかりや
すい。

漢字の書は時代変遷順に構成さ
れ仮名の書漢字の書と扱いやす
い。資料も豊富で印刷、装丁も
非常によい。

イラストや囲みなどを用い、視
覚的にも理解しやすい工夫があ
る。書道専門用語、難読語にル
ビがふられており、古典資料に
も大意があるので理解しやす
い。

芸術 17 教出 書Ⅰ 307 新編　書道Ⅰ

新しい単元ごとに大きく二文字
臨書で用筆の習得をさせ、その
上で字数を多く掲載している。
漢字仮名交じり文の制作の手順
は丁寧にページを割いて導いて
いる。

分量はどこよりも最も厚い冊子
となり、Ⅰで完結履修を意識し
てか全ての書体を、インデック
風に開けるように作られてい
る。紙は最もてかり防止であ
る。幅広い。大きく見やすい。

単元が変わるごとにページの縁
のカラーを変えている。コラム
も充実している。

芸術 38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ

書写から書道へのつながりが簡
潔に示されている。漢字・仮名
の書など古典の特徴がわかりや
すく解説されており、各領域が
バランスよく構成されている。

見開きから迫力の創作シーン、
古典図版をたくさん掲載し、造
形に力を入れている。仮名の分
量が多い。

臨書から創作にいたるまで、ポ
イントが簡潔に理解しやすく記
載されている。

○ 芸術 2 東書 書Ⅱ 305 書道Ⅱ 2

個性的な古典を文字が見やすい
大判で写真を掲載している。漢
字では筆順・結構法のガイドラ
インを、書く内容の釈文・大意
もつけて意味のある文字を書く
意識付けができる。

漢字仮名交じりの書から始ま
り、漢字は楷・行・草・隷・篆
書の順に単元が進められ、巻末
の用語集と年表はⅠと同様であ
る。分量は多めで、光りにくい
紙を使用している。

新しい古典に入るページ下に、
該当時代が年表のどの位置に来
るかが一目で解る図案をつけて
いる。

芸術 6 教図 書Ⅱ 306 書Ⅱ

狭い紙面ながら作品を大きく取
り上げレイアウトも計算し尽く
されていて小ささを感じさせな
い。

幅の取らない装丁でカラー図版
が多く、作品の持つ雰囲気が伝
わりやすい。構成・分量は適切
である。

筆順や現物の写真の配置・提示
がリアリティーに富み、小さい
ながらも目を引くよう作られて
いる。解説にもよみがなをつけ
ている。

芸術 6 教図 書Ⅱ 302 書Ⅱ

書と周辺文化の歴史等が年表、
写真資料と共に掲載されていて
書道史全般が理解しやすい。
篆・隷・草・行・楷と書体の変
遷を順に配列していてわかりや
すい。

漢字の書は時代変遷順に構成さ
れ仮名の書漢字の書と扱いやす
い。資料も豊富で印刷、装丁も
非常によい。

イラストや囲みなどを用い、視
覚的にも理解しやすい工夫があ
る。書道専門用語、難読語にル
ビがふられており、古典資料に
も大意があるので理解しやす
い。

芸術 17 教出 書Ⅱ 307 新編　書道Ⅱ

Ⅰで紹介程度の篆書・隷書を始
めの単元において分量を多く割
いている。導入は日常の生活に
見られる例を幾つも掲載して、
関心を高める部分も丁寧に扱っ
ている。臨書教材も増えてい
る。

分量は他社を圧倒する量であ
る。Ⅰ同様ライトに当たっても
光らない紙質のため書画カメラ
を使用する場合に適する。装丁
は幅広のため、机の広さに余裕
がある場合に限られる。

単元ごとの縁取りカラー分けは
開きやすい。作業の場合の手順
も見易い番号をふっているた
め、自主学習や参考にできる。

芸術 38 光村 書Ⅱ 308 書Ⅱ

作品解説を小さいが解りやすく
赤いラインで施し、自学自習も
できる。用筆については原寸大
の筆路指導があり独習もでき
る。

両ページが平らに開きやすく、
良質な紙を使用しており全体構
成も見やすい。分量は少なめに
抑えている。

特徴や解説毎の割り付けが明確
で理解しやすい。

○ 芸術 2 東書 書Ⅲ 301 書道Ⅲ 3

漢字仮名交じりのウェイトを重
くし、創作への足掛かりになる
古典とともに近現代の作家によ
る創作作品を豊富に掲載し、作
品作りの手助けを意識して作ら
れている。

構成は時代順が学びやすく、生
徒にも確認しやすい。掲載古典
が実寸大が望ましい。

用語や記号の付け方、書体の区
別など細部までこだわり効果的
な紙面としている。

芸術 6 教図 書Ⅲ 302 書Ⅲ

書体の変遷、時代順にⅢで学ぶ
にふさわしい古典が豊富に掲載
されている。三分野の配列が適
切で古典周辺に必要なコラムや
書論等も記されていて理解しや
すい。

狭い机で使用するのにした適し
た狭い幅の装丁で、厚さ分量も
多すぎない。一つの写真掲載の
分量を多くし、臨書の際の便が
よい。

解説や技法の説明・コラムの背
景色をそれぞれ淡く分けて扱
い、テーマの区別がしやすい。

芸術 17 教出 書Ⅲ 303 書道Ⅲ

漢字の書、仮名の書ともに学ぶ
にあたって発展的に学べる作品
が掲載されていて、資料的には
大変参考になる。仮名の専門的
な内容や、書論もコラムは充実
している。

幅の狭い装丁で図版が多い。臨
書例の数は適度で写真は見やす
く拡大されている。分量的には
やや少なめで探求型である。

書論が充実していて、古典資料
にはルビ、大意、解説が添えら
れ理解しやすい。

芸術 38 光村 書Ⅲ 304 書Ⅲ

創作意欲を刺激し、独創的な書
活動へ繋げられる図版となって
いる。臨書の独習が可能な美し
い新版の原典・拓本を掲載して
いる。巻末の書道史も、書道を
志す者用で理論的である。

Ⅱと同じ単元配置。半切・全紙
サイズ以上のリン書が可能な文
字数を掲載している。

古典の図版は、分量も多く、大
きくオールカラーで統一されて
いる。関連コラムを強調してい
る。

○
外国
語

2 東書 コⅠ 329
Power On English
Communication Ⅰ

1

中学校の既習事項の復習を多く
取り入れ、高校での学習に無理
なく移行できるよう、工夫され
ている。

日本語から英語へと、段階的な
まとめ作業によって内容理解か
ら定着が促されるような構成で
ある。見開き構成で扱いやす
い。

色使いが豊富であり、写真も鮮
明で生徒の関心を強く引く。適
度な余白があり、視覚的な負担
感が少ない。

外国
語

15 三省堂 コⅠ 335
VISTA English
Communication Ⅰ New
Edition

高校生の興味を引くよう題材が
工夫されている。文法事項な
ど、平易なものから難易度の高
いものへとステップアップする
仕方にも工夫の跡が見られる。

各課で基礎・基本を身につけら
れるよう、適切な分量になって
いる。

写真、イラストが多く図版も豊
富で見やすい。内容構成に親近
感が持て、装丁もきれいであ
る。
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学年

内容 構成・分量・装丁

外国
語

50 大修館 コⅠ 337
Compass English
Communication Ⅰ Revised

中学の復習から無理なく高校英
語に移行できる基礎的な内容で
ある。題材も生徒の興味を引く
内容で身近で前向きなものに
なっている。

見開き構成で学習内容が一目で
わかるように組まれている。目
次に各レッスンの内容や題材が
明記されていて、学習に際して
の指針となる。

語句や新出単語の提示に色が用
いられているので知覚しやす
い。写真やイラストの量も適切
である。

外国
語

2 東書 コⅡ 326
All Aboard! English
CommunicationⅡ

絵画、音楽、日本の古典芸能、
宇宙、ファンタジー、映画な
ど、高校生にとって、興味深い
題材が多い。生徒の興味関心を
考慮した構成である。

文法事項の配置、コミュニケー
ション題材の配置もよく工夫さ
れている。

文字とイラスト、カット、写真
等を比較すると文字の分量が多
く感じられる。

○
外国
語

2 東書 コⅡ 327
Power On English
CommunicationⅡ

2

扱う題材が豊富で、時事的であ
る。高校生に知的な刺激を与え
る工夫がされている。分量も多
く、読解力の錬成に十分であ
る。

日本語から英語へと、段階的な
まとめ作業によって内容理解か
ら定着が促されるような構成で
ある。見開き構成で扱いやす
い。

色使いが豊富であり、写真も鮮
明で生徒の関心を強く引く。適
度な余白があり、視覚的な負担
感が少ない。

外国
語

61 啓林館 コⅡ 314
LANDMARK English
Communication Ⅱ

スポーツ、動物、ファッショ
ン、絵画、演説、社会理解な
ど、高校生にとって必要な題材
が入り、よく構成されている。
英語の読み物としても優れてい
る。

分量は多く、英語が得意な生徒
向けの編集となっているが、文
法や内容理解のための説明等は
よく工夫されている。

文字とイラスト、カット、写真
等を比較すると文字が小さく、
分量が多く感じられる。

外国
語

2 東書 英Ⅰ 322
NEW FAVORITE English
Expression Ⅰ

学習意欲を高める工夫が随所に
みられる。文法項目も図解や
キャラクターを用いることで親
しみを持って取り組める。表現
の幅を広げられるようスパイラ
ルに展開されている。

見開き構成になっている。各
レッスンがスパイラルに組み立
てられ表現の幅を広げられるよ
うに工夫されている。

活字、写真、イラストは、鮮明
で効果的に配列されている。

○
外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 329
Revised Vision Quest
English Expression Ⅰ
Standard

2

旅行やスポーツなど身近な話題
から社会問題などの題材が扱わ
れ、基本からの文法力と表現力
を養える内容になっている。

各課とも、文法を含むモデル会
話＋文法解説＋演習＋発信活動
の構成になっていて、文法力か
ら表現力を段階的に育めるよう
になっている。表現力の錬成に
適度な分量である。

写真、イラスト、図表は大き
さ、配置ともに適切である。辞
書として使える実用的なページ
があり、英語の基本ルールを確
認するのに便利である。

○
外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 330
Vision Quest English
Expression Ⅰ Core

2
3

旅行やスポーツなどの身近な話
題から社会問題などの題材が扱
われ、核となる基本の文法力と
表現力を養える内容になってい
る。

各課とも、文法を含むモデル会
話＋文法解説＋演習＋発信活動
の構成になっていて、文法力と
表現力を段階的に育めるように
なっている。

イラストや図が多く取り入れら
れていて、視覚的に理解できる
ようになっている。

外国
語

183 第一 英Ⅰ 335
Perspective English
Expression ⅠNEW EDITION

生徒の身近な暮らしや社会での
暮らしに関わる題材が多く選ば
れている。豊かな表現力が育成
できる内容になっている。

全24課で各課見開き４ページ構
成になっている。前半では基本
的な文法や文構造を学び、後半
では各種表現活動を通して定着
を図るようになっている。

写真、図版やイラストの配置は
適切である。巻頭にClassroom
English、巻末にトピック関連語
句等が掲載されている。

外国
語

17 教出 英Ⅱ 320
NEW ONE WORLD
Expressions Ⅱ Revised
Edition

文法、機能のそれぞれについ
て、細かな項目、シチュエー
ションに分けられており、取り
組みやすい構成になっている。

空欄の補充や語句の整序などか
ら、会話練習、自由な意見発表
まで、さまざまな形式で段階的
に表現力が身につく構成になっ
ている。

図版が効果的に用いられてい
る。余白が比較的に多く、学習
者の負担感が少ないと思われ
る。

○
外国
語

61 啓林館 英Ⅱ 323
Vision Quest English
Expression Ⅱ Hope

3

文からパラグラフへ、まとまっ
た談話へと、段階的に表現力が
身につく構成。文の作り方指導
が、文法的な解説からではな
く、話者の立場に沿って秩序づ
けられているところが特徴的。

空欄補充や語句の並べ替え問題
から、自由に表現させる課題、
プレゼンテーションやディベー
トの準備シートまでさまざまな
形式が用いられている。課題の
量も十分である。

各パート毎に、実用的な表現集
がまとめられている。写真は少
ないが、図が効果的に用いられ
ている。

外国
語

183 第一 英Ⅱ 328
Perspective English
Expression Ⅱ NEW
EDITION

文法、機能毎に「聴く」「読
む」、インプットの活動から、
作文、発表といったアウトプッ
トの活動へと配列されている。
比較的長い文が使われており、
内容的にも高度である。

各活動とも、英文の分量が多
く、表現の錬成に十分である。

図版や写真が少なく、学習者の
負担感は比較的に大きいと思わ
れる。

外国
語

2 東書 英会 301
Hello there! English
Conversation

「話す活動」と「聞く活動」が
バランスよく配置され、それぞ
れが確実にスキルアップできる
ように工夫されている。

各課に目標が記されており、学
習内容が明確である。活動ごと
に生徒が取り組みやすいよう構
成されている。

活字は鮮明で美しく、写真、イ
ラストなども鮮明である。用
語、記号は統一されており、記
述の仕方も適切である。

外国
語

15 三省堂 英会 302
SELECT English
Conversation

「話す」「書く」活動を通し
て、ことばと人間との関係やこ
とばと社会との関係など、広く
ことばへの関心を高める内容に
なっている。

自分の考えを論理的に発信する
ことができ、他の国の人と積極
的にコミュニケーションを交わ
すことが出来る構成になってい
る。分量も負担なく学べるよう
配慮されている。

活字は鮮明で美しく、写真、イ
ラストなども鮮明である。色の
濃淡や罫線などの工夫がこらさ
れている。

○
外国
語

61 啓林館 英会 303
Sailing English
Conversation

2

生徒が日常生活で接する身近な
話題、場面を集め、生徒のコ
ミュニケーションの目的や興
味・関心に合わせた内容になっ
ている。

中学英語を復習・整理しながら
コミュニケーション活動ができ
る構成である。リスニングとス
ピーキングがバランスよく配置
され無理なく学習ができる分量
になっている。

用語、記号は統一されており、
指示文や記述も簡潔である。随
所に写真、イラストが効果的に
使用されている。

○ 家庭 2 東書 家基 311
家庭基礎　自立・共生・創
造

2

写真、図、イラストなどの資料
が極めて豊富であり、生徒の学
習意欲が高まるとともに、資料
が適切に配置されているので学
力向上に資している。

判型が大きい（AB判）ことを生
かし、側注にも図やグラフ資料
が豊富に掲載されているため、
生徒の学習意欲を高め、楽しく
学習を進められる。

基礎的・基本的な学習内容の確
実な修得のために、本文中の重
要語句をゴシック体にしたうえ
振り仮名を振り、さらに色文字
（青色）を使って強調してい
る。
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家庭 6 教図 家基 313
高等学校 家庭基礎　グ
ローバル＆サスティナビリ
ティ

高校性が親しみを持って学習で
きるように、高校生とその家族
などのキャラクターを登場さ
せ、ナビゲーターとしている。
SGH（スーパーグローバルハイス
クール）やユネスコ指定校に
フィットする内容を多数扱って
いる。

コンパクトなB5判サイズである
が見やすいページレイアウトで
ある。

ゴシック体のユニバーサルフォ
ントを使用している。

家庭 50 大修館 家基 318
新家庭基礎　主体的に人生
をつくる

自己実現を志向して生活を主体
的に創造する力をつけるととも
に、ともに生きる社会を築くこ
とを重視した内容である。

家庭や生活にかかわる基礎的・
基本的な知識と技術を、分野に
かたよりなくバランスよく学習
できるように構成している。

図表や囲みの資料、側注などの
補助教材を数多く収録してい
る。

○ 家庭 2 東書 家総 307
家庭総合　自立・共生・創
造

2

基礎・基本的な内容がわかりや
すく掲載されている。目標やポ
イントが明確に述べられてお
り、学習内容の見通しを持ち、
課題解決に取り組めるように
なっている。

写真や図表などの関連資料が充
実しており、各分野が簡潔にま
とまっている。本文と資料との
割合が丁度よく、食品成分表を
取り入れる工夫もされている

重要語句が青字で表記され、見
やすい。イラストや写真は鮮明
で、全体の配色も見やすい。

家庭 7 実教 家総 309
新家庭総合　パートナー
シップでつくる未来

導入のワークで学習のねらいや
目的を明確にし、学習に取り組
みやすいよう工夫されている。
世界に目を向けた資料を豊富に
取り入れている。栄養素や洗濯
の仕組みを科学的に解説するな
ど、専門的である。

細かく項目分けされており、十
分な情報が盛り込まれている。
導入ワークが設定され、学習の
目的を明確にして授業に取り組
みやすい構成である。

イラストや写真などで具体的な
表記となっている。

家庭 9 開隆堂 家総 310
家庭総合　明日の生活を築
く

家庭科を学ぶにあたっての自
立・共生・科学的視点を持たせ
るねらいが明確である。子ども
の貧困問題やエシカルファッ
ションなど、新しい情報が取り
入れられており、課題意識を
持った学習を行うように意識付
けができる。

各分野において、家族や地域社
会との関わりを意識した構成で
ある。資料が豊富であり、生徒
の興味・関心に沿った実践を行
いやすい。

「食べる」「着る」や疑問形の
表記をするなど、やややさしい
印象を受ける。

家庭 50 大修館 家総 311
新家庭総合  主体的に人生
をつくる

生徒に問いかけるような話題か
ら学習を展開し、興味・関心が
高まるような工夫がされてい
る。基本的内容から発展的内容
まで、各分野ともにバランスよ
く構成されている。

実践課題（実習・実験・課題・
資料）等が豊富に掲載されてお
り、多面的・具体的な学習につ
ながる。

イラストと写真が適切に使い分
けられており、見やすく学習を
進めやすい。

情報 2 東書 社情 309 新編　社会と情報

基本的な用語などについて網羅
しており、各分野について基礎
的な事項を学べる内容になって
いる。

５章構成になっている。中学校
の振り返りのページやソフト
ウェアの基本操作も掲載されて
おり、生徒自身が主体的に学ぶ
ことができるようになってい
る。

文字が大きく、用語や記号が統
一されており大変見やすい。本
文のリンクマークが章末資料と
リンクしており生徒が理解しや
すくなっている。

情報 2 東書 社情 310 社会と情報

内容が豊富で実習と理論がバラ
ンスよく配分されていており、
その連系が図られている。実習
例は豊富に用意されており、生
徒の実情に合った内容が選べ
る。

実習編と理論編に分かれてお
り、理解しやすい構成になって
いる。また、理論編が先に来る
ことで授業で活用しやすくなっ
た。

図・表・イラスト等が豊富に盛
り込まれており、内容が理解し
やすいように表記されている。

○ 情報 104 数研 社情 314
改訂版　高等学校　社会と
情報

1

科学的理解、情報モラル等が重
視されており、実践的な知識と
能力をつけることができる。コ
ミュニケーション力にも重点を
置き、プレゼンテーションに関
する記述も充実している。

豊富な資料がそろっている。巻
末には実践的な実習が見開きで
あり、授業等で扱いやすくなっ
ている。コラム等で、実際に起
こった実例等を紹介している。

イラストを交えて説明をする部
分等が多くあり、わかりやす
い。図や表、写真などが豊富に
扱われており難しい内容でもわ
かりやすく説明されている。

情報 104 数研 社情 315 社会と情報　Next

情報モラルの指導に配慮してい
る。取り組みやすい実習が豊富
に掲載されており、実習を通じ
て意識を高めるよう配慮されて
いる。

序編を含めると５編構成となっ
ている。各編が２～３章構成に
なっており、側注欄やコラム、
TOPICなどが豊富にある。分量も
多すぎず適切である。

視覚的に理解できるよう、図や
イラストを中心とした親しみや
すい紙面となっている。

情報 183 第一 社情 318
高等学校　改訂版　社会と
情報

身近な例を元に説明が記述され
ており、生徒が興味を持って学
習しやすいように工夫されてい
る。発展的な内容も盛り込まれ
ている。

セオリーの後に章末問題として
実習があり、系統別に学習しや
すい構成になっている。発展的
な分野もあり、取り扱っている
単元数も幅広い。

各項目が見開き構成になってお
り、大きなイラストにより学習
内容がわかりやすくなってい
る。生徒が見やすく、読みやす
い紙面となっている。

○ 商業 7 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版 1

デザインや挿絵に工夫があり親
しみやすい。用語の解説や資料
等がわかりやすい。学習を進め
るうえで適切な内容である。

分量は適切である。豊富な資料
の構成が工夫されておりわかり
やすい。

グラフや図表が豊富に使われて
いる。挿絵等も生徒が興味を持
てるものとなっている。

商業 144 暁 商業 302 新ビジネス基礎

章立てが、経済現況が教科書後
半になっているが、前半の方が
学習しやすい。

章ごとに設定された練習問題で
ある。構成は興味を持てる内容
である。

シンプルな配色はとてもよい
が、強調用語の部分が少し分か
りづらい。

商業 190 東法 商業 335 ビジネス基礎　新訂版

基礎・基本の解説が平易な表現
である。効果的な色使いや豊富
な図解や写真を利用している。
文章による説明が適切である。

分量としては問題はない。豊富
な資料である。

文章表現、内容が適切である。
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○ 商業 7 実教 商業 336 マーケティング　新訂版 2

事例や参考が示しやすい。日々
の経済動向等が教科書の中に反
映されており、発展学習に利用
出来る。

それぞれの章の内容が生徒に伝
えやすい表記になっている。

挿絵やイラスト、グラフに写真
等が適当な量で配置されてお
り、飽きさせない表現や配置に
なっている。

商業 190 東法 商業 337 マーケティング　新訂版

理論プロセス等が適切である。 表記において会社での差が出て
いると感じる。

単色系の色使いが多少気になる
が、事例等についてはわかりや
すくなっている。

○ 商業 7 実教 商業 315 商品開発 3

商品開発に必要な内容が網羅さ
れている。各章の序節では、タ
イムテーブル、その章の概要、
対応する事例などが示され、商
品開発の過程とどの段階の学習
なのかが確認しやすい。

デザイン分野は技巧に深入りせ
ず、商品開発で必要な内容に限
定している。学び易い分量であ
る。またプレゼンについて巻末
資料としてまとめられており活
用しやすい。

各ページで、実際の企業の事例
を数多く紹介されている。デザ
イン分野は、視覚的に学習でき
る。最終章ではまとめとして総
合的に学習できる。

商業 7 実教 商業 325 広告と販売促進

具体的な事例が多く配置されて
おり、段階を踏んだ学習に生か
すことが出来る。生徒の興味を
ひく内容である。

事例の解説と本文のリンクがよ
く分量や装丁も適切である。

イラストやグラフ、写真資料等
が豊富で興味をひくものとなっ
ている。文章もわかりやすい表
現である。

○ 商業 7 実教 商業 316 ビジネス経済 2

具体的な経済事象と経済理論が
関連付けられるように、本文記
述にあわせてイラスト・図解・
事例等が豊富に掲載され、学習
しやすい。

学習内容の定着や全商検定対策
に対応するため、各章末毎の確
認問題が充実している。

学習の理解を助ける要素が充実
しており専門的な概念の理解に
役立つ要素を区分けして例示し
てあり読みやすい。

○ 商業 7 実教 商業 326 ビジネス経済応用 3

用語の解説にとどまらず、事例
の表記が多く、内容の理解を深
めやすい。

注釈が充分にあり、用語の理解
を深めることが出来る。時系列
を追って記載されており、時代
背景を理解しやすい。

色使いが少なく、少し単調に感
じるが図や表で視覚的に理解を
深められる表現が多い。

○ 商業 7 実教 商業 327 経済活動と法 3

興味をひきやすい内容となって
いる。法律用語の説明もわかり
やすく、授業を進める上で参考
になる内容である。

振り返りをさせる際にＱ＆Ａ等
があり、例示しやすい。また、
内容や量等も適切である。

イラストや挿絵が充実してい
る。また、発展学習をする際の
事例がわかりやすくまとめられ
ている。

商業 190 東法 商業 328 経済活動と法

内容等は特段問題無いものと
なっているわかりやすい内容で
あるが少々難しい表記もある。

調べ学習をさせるには昨年の指
摘同様｢索引表記｣が大いに利用
出来ると感じた。特段問題は無
いと思われる。

難解な表記も少なく、目で教え
るのに充実したものとなってい
る。十分な内容と言える。

○ 商業 7 実教 商業 338 新簿記　新訂版 1

平易な表現で記述されており、
基礎項目から発展項目へと段階
を追って学習でき、幅広い知識
や技術を習得できる内容であ
る。

各単元の分量が適切である。イ
ラスト・脚注が豊富でわかりや
すい。

カラーユニバーサルデザインを
採用し、すべての学習者が使い
やすいように配慮している。帳
簿類や図解が見やすい。

商業 7 実教 商業 339 高校簿記　新訂版

デザインや挿絵に工夫があり、
企業会計に関する内容がわかり
やすい。学習を進めるうえで適
切な内容である。

理論的に簿記を学習できる構成
となっている。各節にセルフ
チェック、単元ごとに重要仕訳
の表記があり、自ら学習する際
に役立つ。

カラーユニバーサルデザインを
採用し、すべての学習者が使い
やすいように配慮している。帳
簿類や図解が見やすい。

商業 190 東法 商業 340 簿記　新訂版

図・表・帳簿記入例の表記を中
心にしており、文章での説明を
最低限にしている。章ごとに学
んだ仕訳がまとめて列記してあ
り、確認もしやすくまとめられ
ている。

例題の表記がわかりやすく、復
習の際に活用できる。

本文の内容は２色刷りで見やす
く学習しやすい。

商業 230 ネット 商業 341 はじめての簿記

仕訳を暗記するということでは
なく、取引例を多く用いてイ
メージができるように工夫され
ている。取引例をきっかけにし
て考えさせる内容となってい
る。

文章・取引例が多く、分量が多
く、例示・図解が少ない。

文章が多く、視覚からの理解が
得にくい。

○ 商業 7 実教 商業 347 新財務会計Ⅰ　新訂版 3

イラストを用いて事例を説明し
ており、学習内容をイメージし
やすい作りとなっている。

文章構成は太字や強調処理を用
いて、適切な分量で作られてい
る。また、表を用いて、類似の
項目などを整理しながら掲載さ
れている。

色合いは少ないものの、視覚的
に区別しやすい表記がされてお
り、やさしい作りとなってい
る。

商業 7 実教 商業 348 高校財務会計Ⅰ　新訂版

どの単元においても、事例を挙
げながら説明されており、理解
を深めやすい。また、進んだ学
習も用意されており、発展学習
にも適している。

簿記会計としての株式会社の学
習を取り組める手順で構成され
ている。説明の文章がやや多
く、図解などが少ない。

多くの色合いを用いており、単
元ごとにカラーを変えるなどの
工夫がされており、視覚的に捉
えやすい。

商業 190 東法 商業 349 財務会計Ⅰ　新訂版

イラストや挿絵、挿入部品など
を用いて詳細な説明がされてお
り、進んだ学習をしていくこと
も可能である。

基礎・基本から株式会社の仕組
みをふまえて構成されており、
学習していく手順としては取り
組みやすい。

多くの色合いを用いており、単
元ごとにカラーを変えるなどの
工夫がされており、視覚的に捉
えやすい。
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○ 商業 7 実教 商業 350 原価計算　新訂版
2
3

基本的な記載方法を習得するた
めの説明が丁寧に解説されてお
り、発展学習の要素が取り入れ
られている。

原価の計算や記載方法の例題が
豊富に記載されており、解説の
内容がイメージしやすく構成さ
れている。

勘定図等の図解・イラストが充
実されており、理解しやすく、
見やすい表記となっている。

商業 190 東法 商業 351 原価計算　新訂版

基本的な考え方と計算および記
載方法について、理解を深める
ための用語解説が詳しく、適切
である。

各単元における説明や図解、例
題などが適宜、記載されている
ことから理解しやすく工夫され
ている。

勘定科目ごとの関係や記入状況
がわかりやすく色分けされてい
る。写真、イラストが多く記載
されていることから、イメージ
することができ、全体的に理解
しやすい。

○ 商業 7 実教 商業 342 情報処理　新訂版 1

基礎・基本を重視しつつも、
Excel関数を多数扱うなど、学習
内容は幅広い対応が可能。全商
情報処理検定試験2級・全商ビジ
ネス文書実務検定試験1級の範囲
を対応した内容である。

写真・イラストを豊富に使用
し、生徒が親しみやすいよう、
イラストや色の使い方は、やさ
しい印象が出るよう工夫されて
いる。

パソコン操作画面をわかりやす
い解説を伴って記載しており、
理解が深めやすいものとなって
いる。余白の用語解説が丁寧で
ある。

商業 7 実教 商業 343 最新情報処理　新訂版

情報処理分野における学習内容
が網羅されている。表計算の箇
所は、実用性の高い関数を取り
上げ、検定試験のほかビジネス
社会でも通用する実務性の高い
ものまで掲載してある。

内容の構成に工夫が見られる。
やや分量が多いがわかりやすく
学習を進めるのに適している。

資料が見やすくわかりやすい。
デザインに親しみやすさがあ
る。

商業 190 東法 商業 344 情報処理　新訂版

単元ごとのポイントとなる関数
を中心に、丁寧に説明がされて
ある。また、題材も身近なもの
を多数取り上げているのでわか
りやすい。

分量は適切である。内容の構成
に工夫がみられる。プレゼン
テーションの解説、ビジネス文
書の例示が少ない。

イラストや図を多用した解説が
多く、全体的に理解しやすい内
容である。

○ 商業 7 実教 商業 352 ビジネス情報　新訂版
2
3

プログラムのコードを使用しな
い簡易なマクロ言語の利用法が
記述され、全商検定のプログラ
ミング部門も対応できるようア
ルゴリズムの基礎から、プログ
ラムのコードを使用したマクロ
言語まで、丁寧に説明されてい
る。

VBAとAccessで同じ題材のシステ
ム作成の例題を扱いシステムを
構築する中で両者の長所を比較
できる構成である。教科書の範
囲でITパスポート試験や基本情
報技術者試験に頻出する用語な
ども扱っており内容も豊富であ
る。

データベースの概念は、科目
「情報処理」で学習したExcelと
対比し生徒が理解しやすい記述
である。Accessの実習も、例題
を短く区切り操作画面を多数掲
載されている。簡易な表現であ
る。

商業 190 東法 商業 353 ビジネス情報　新訂版

「情報処理」を学習した生徒が
「ビジネス情報」の学習へとつ
ながっていけるよう「情報処
理」教科書とテーマやイメージ
に共通性をもたせて記述されて
いる。イメージがつけやすい。

アルゴリズム学習に重点を置く
構成である。思考力や判断力を
学び流れ図からプログラミング
へ発展的な学習ができる。シス
テム開発では表計算とデータ
ベースで自動化するための両者
の技法を学べる。

図版・イラストを豊富に登載
し、理解が促進されやすい。ソ
フトウェアの操作については課
題設定を工夫し、教科書のみで
学習ができるよう、画面画像を
多用した的確な操作指示と丁寧
な解説で展開されている。

○ 商業 7 実教 商業 331 電子商取引 3

項目の分け方が明瞭であり、側
注や図・表が本文に則してい
て、理解しやすい内容になって
いる。実践的な実習課題が多
く、実用的な技能を身につける
のに適している。

章単位で完結されているので、
授業時間にあわせて展開を工夫
することができる。例題や練習
問題が適宜掲載されており、分
量的にもバランスのとれてい
る。

図表や実際のパソコン画面を用
いて例題が説明されており、イ
メージがつかみやすい。

商業 190 東法 商業 332 電子商取引  

関連知識や最新情報は詳しく解
説されている。授業計画に対
し、ウェブページの制作の解説
が丁寧すぎる。

各項目の導入部に学習内容に関
するストーリーを配置されてい
るので各章ごとに導入がしやす
い。分量が２単位にはやや多
い。

画面画像を掲載した解説やイラ
ストや図版を多用した解説はわ
かりやすい。全体的に、落ち着
いた色でカラー化されている。

○ 商業 7 実教 商業 324 最新プログラミング 2

ＪＡＶＡ言語の解説がされてい
る。全商検定１級の範囲まで丁
寧に解説してある。

丁寧にまとめられていて、構
成、分量ともに適切である。

テキストエディタの画面をその
まま貼り付けているため、コー
ドが読みにくい。落ち着いた配
色はよい。

商業 7 実教 商業 312 プログラミング

ＣＯＢＯＬ言語の解説がされて
いる。実習問題が豊富で、充実
した内容である。

順序立ててアルゴリズムが解説
されていて、適切な構成になっ
ている。トレース表が併記され
ているので処理の流れがつかみ
やすい。

コードが活字で表記してあるた
め読みやすい。解説のためのイ
ラストが少ない。

○ 商業 7 実教 商業 333 ビジネス情報管理 3

ＩＴパスポート試験を意識した
内容ではあるが、範囲が偏りす
ぎている。システム開発実習に
ついては丁寧に解説されてい
る。

分量、構成ともに適切で、全体
的にまとまっている。章末の確
認問題がもう少し多いとよい。

イラストが多く、生徒がイメー
ジしやすいよう工夫してある。
配色はシンプルで見やすい。

家庭
（専
門）

6 教図 家庭 304
子どもの発達と保育　育つ
育てる　育ち合う

育つ・育ちあうという観点か
ら、基礎的・基本的にわかりや
すい内容になっている。育児の
現状や課題を取り上げ、具体的
に考えやすい。

見出しが具体的でわかりやす
い。資料が多く理解を深める工
夫がされている。グラフや図が
適切な大きさであるとさらによ
い。

見出しの表現が具体的でわかり
やすい。イラストも豊富であ
る。

○
家庭
（専
門）

7 実教 家庭 311
子どもの発達と保育　新訂
版

3

専門的な言葉が多く、子どもや
保育に関する新しいな話題や取
り組みやすい実習題材を取り
扱っており、興味・関心が増す
内容である。

テーマ学習を各所に設定してい
る。図や写真、イラストも充実
しており見やすい。

実践させる内容がわかりやすく
表記されている。写真が多く、
配色が的確で見やすい。
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様式１－２

番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立幸高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

家庭
（専
門）

6 教図 家庭 312
フードデザイン
cooking&arrangement

食生活の現状について、具体的
なデータや例を取り上げてお
り、幅広い視野で学習できる内
容である。専門的な内容がわか
りやすい文章や資料である。

導入に問いかけを取り入れ、興
味を持たせる構成である。

文章表現が、専門的なものもわ
かりやすいようになっている。
実習の手順がイラストで丁寧に
説明されておりわかりやすい。

○
家庭
（専
門）

7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 3

実験や季節の行事食を含む実習
内容など、専門的な知識や技術
が身に付くような内容である。
また、食に関わる職業を取り上
げるなど、生徒の関心を増す工
夫がある。

表・グラフ・図などが鮮明で、
バランスよい構成である。

専門的な用語も欄外にわかりや
すく説明されている。

○
家庭
（専
門）

6 教図 家庭 310 服飾文化 2

服飾の歴史について、専門的で
具体的な内容である。写真資料
やコラムを多用し、興味を持た
せる工夫がされている。

コラムや研究問題を設定し、関
心や理解が深まりやすい構成で
ある。

写真や図が多用され、専門用語
も理解しやすい。
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様式１－２

番号 略称 記号 番号

○ 国語 2 東書 国総 333 精選国語総合 1

「総合的な国語力」が育成できる
ように、教材は厳選され、バラン
スよく配列されている。現代文編
は、評論・小説を中心に、随想・
詩歌の学習がバランスよく組み込
まれており、また、古典編では古
文・漢文の教材がバランスよく配
置され、主要ジャンルの重点学習
が徹底できるように配慮されてい
る。

評論9題、随想2題、小説6題、古
文24題、漢文12題から成る。現代
文編、古文編、漢文編ともに読解
力の育成・定着をはかることがで
きるように配慮されており、分量
も適切である。参考教材が適宜設
けられており、生徒が学習を深め
るための配慮がなされている。

現代文編は、定評教材を軸に、現
代の作者や筆者の教材も積極的に
採録されており、学習意欲が高ま
るように配慮されている。古文
編・漢文編には、学習内容と関連
づけて古典への理解を深めるコラ
ム「古文の窓」「漢文の窓」など
が豊富に配置されている。また、
ヒラギノPRONフォントはとても見
やすい。

国語 15 三省堂 国総 338 精選国語総合　改訂版

「現代文編」の教材には、定評の
ある教材に加え、現在最も注目さ
れている著者の作品を配列してい
るという。「古典編」は、丁寧な
導入教材と各ジャンルのオーソ
ドックスな教材を精選して採録し
ている。

評論9題、随想2題、小説6題、古
文22題、漢文10題から成る。オー
ソドックスな構成であるが、「読
書の扉」や「読解から表現へ」な
どは工夫されている。

オーソドックスな表記から、安心
感を感じる。

国語 50 大修館 国総 346 精選国語総合　新訂版

「活動して学ぶ」「基礎力を養
う」「知識を広げる」の3本の軸
で確かな国語力の育成を目指す。
論理的思考力と知的好奇心の育
成、入試頻出テーマとキーワード
を網羅する頁など充実している。
巻末資料50頁あまりも充実してい
る。

評論10題、随想2題、小説7題、古
文22題、漢文10題から成る。多色
刷りをはじめ、見やすく機能的な
レイアウトによって学習意欲を高
面としている。

文字の大きさ、字間、行間、書体
などが適切である。用語。記号等
も統一されている。巻末だけでは
なく、巻頭、単元間に教材の足が
かりになる付録が豊富に用意され
ている。

国語 15 三省堂 現Ｂ 324 精選現代文Ｂ　改訂版

全体をとおして、「読むこと」を
中心として総合的な言語能力を育
成する適切な内容であり、評論と
随想の教材は、幅広いテーマか
ら、小説および詩、短歌、俳句の
教材は、オーソドックスな作品と
現在注目されている作者による新
しい教材と、いずれも平易で読み
やすく、かつ主体的に考えを深め
ることができるものである。

Ⅰ部・Ⅱ部に分かれた本編と資料
編との２部構成になっており、多
様かつ柔軟な指導、カリキュラム
マネジメントが実現でき、２か年
での履修にも対応している。教材
の配列と分量は、生徒の発達段階
が配慮され、適切なものとなって
いる。

各教材の冒頭に、学習の導入とし
てリード文が示されており、生徒
の関心を喚起し、教材文の内容に
興味をもって学習を進めていける
ように工夫されている。各教材の
意味や用法に注意して身につけて
おきたい語句は、脚注欄に抜き出
して見開きごとに整理してある。

国語 17 教出 現Ｂ 327 現代文Ｂ

総合的な言語能力の定着と習熟と
に適した内容と分量である。優れ
た近現代の小説と評論を読むこと
を通し、生徒の主体的な読解力と
論理的思考力を向上させられるよ
う、適切な教材選定がなされてい
る。

評論は生徒の知的探究心に訴える
今日的な問題提起に富んだ話題
で、文章構成も論理性に優れてい
る。小説は、多彩な作品にふれる
ことで読解力、想像力、鑑賞力を
磨くことや、他の小説への読書意
欲を喚起することが期待できる。
随想は、思考する意義を確認する
作品が収録されている。

紙質は白く、大きい活字を使用し
ている。印刷は鮮明で、適所にあ
るカラー図版も生徒の学習意欲を
高める。表紙はコーティングが施
され、製本も堅牢である。

○ 国語 50 大修館 現Ｂ 331 精選現代文Ｂ　新訂版 2

思考力や想像力、認識力を伸ば
し、感性や情緒をはぐくむことを
重視し、進んで読書し、自らの読
書生活を豊かにしていく態度を養
うことができる。また、質の高い
教材が精選されており、きめ細か
く教材化されている。

全体が「Ⅰ」と「Ⅱ」の２部構成
となっており、２学年継続履修に
対応している。単元構成はジャン
ル別で、内容や難易度について、
学習進度に配慮したバランスのよ
い配列となっている。

写真や地図が豊富に収録されてお
り、生徒の学習意欲を喚起し、内
容の理解を助けるために効果的で
ある。また、カラーを効果的に用
いており、印刷も鮮明である。

国語 50 大修館 古Ｂ 339 古典Ｂ　改訂版 古文編

高校生が身に付けるべき教養とし
て必要な古典作品が幅広く収録さ
れており、わが国の伝統と文化を
尊重する態度を養うことができ
る。

古文編・漢文編のジャンル別２分
冊構成となっており、柔軟な指導
計画編成が可能となっている。そ
れぞれがさらに「第Ⅰ部」と「第
Ⅱ部」に分かれており、２学年継
続履修に対応している。

学習内容に即した写真や図をカ
ラー印刷とし、適宜色文字を用い
るなどして、いっそう学習効果を
高めることができるよう配慮され
ている。

国語 50 大修館 古Ｂ 340 古典Ｂ　改訂版 漢文編

高校生が身に付けるべき教養とし
て必要な古典作品が幅広く収録さ
れており、わが国の伝統と文化を
尊重する態度を養うことができ
る。

古文編・漢文編のジャンル別２分
冊構成となっており、柔軟な指導
計画編成が可能となっている。そ
れぞれがさらに「第Ⅰ部」と「第
Ⅱ部」に分かれており、２学年継
続履修に対応している。

学習内容に即した写真や図をカ
ラー印刷とし、適宜色文字を用い
るなどして、いっそう学習効果を
高めることができるよう配慮され
ている。

○ 国語 104 数研 古Ｂ 343 改訂版　古典Ｂ　古文編 2

基本的な文章から、難しめの作品
まできちんと採用されている。
ズームアップというコラムや、古
典文法の整理が随所に載ってい
て、生徒の理解を助けてくれるこ
とと思われる。

二章に分かれてはいるが、人物や
話題が関連する、つながりを意識
した題材配列により、古文の世界
を重層的に理解することが可能で
ある。大きくはないが見やすい活
字を採用してあり、読みやすい。

写真が随所に採用されている点
や、コラムや古典文法の整理の箇
所がわかりやすい。また、時代背
景の理解や文学史の理解が深めや
すい表記となっている。

○ 国語 104 数研 古Ｂ 344 改訂版　古典Ｂ　漢文編 2

基本的な文章から、難しめの作品
まできちんと採用されている。
ズームアップというコラムや、句
法の整理が随所に載っていて、生
徒の理解を助けてくれることと思
われる。

二章に分かれてはいるが、人物や
話題が関連する、つながりを意識
した題材配列により、古文の世界
を重層的に理解することが可能で
ある。大きくはないが見やすい活
字を採用してあり、読みやすい。

写真が随所に採用されている点
や、コラムや古典文法の整理の箇
所がわかりやすい。また、時代背
景の理解や文学史の理解が深めや
すい表記となっている。

国語 117 明治 古Ｂ 345 新　精選古典B　古文編

基礎学力を充実させ、さらに高い
段階へと発展させることに重点を
置いた古典学習のための教材が厳
選されている。古文は平安時代を
中心に、奈良時代から江戸時代ま
で、古文の定番の作品から教材が
幅広く選ばれている。

各ジャンルに目配りが利いた教材
配置で、学習の進展や生徒の理解
度に応じて取捨選択が可能な分量
となっている。古典に関する評論
文が採られているので、これを活
用して、古典作品の価値について
考察することが可能となる。

基本語句の指摘、読解上注意すべ
き語句の訳注、発問ポイントな
ど、３種類の注が適切に配してあ
り、学習効果を高め、理解を深め
る助けとなる。

表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎総合科学高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁
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様式１－２

番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎総合科学高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

国語 117 明治 古Ｂ 346 新　精選古典B　漢文編

漢文は、故事、史伝、詩、寓話、
文、小説、思想の各ジャンルに加
え、日本の漢詩文も採られてい
て、漢文世界の広がりを学ぶこと
ができる。「古文の窓」「漢文の
窓」は、設定された課題を行うこ
とで、調査・発表・話し合いなど
の言語活動が行えるよう記述され
ており、自発的・発展的な学習が
できる。

比較的学びやすい教材から難易度
の高い教材へと配置にも学習効果
を高める工夫が見られる。前編後
編に大きく分かれる構成で、２学
年単年でも、２、３学年の継続使
用でもカリキュラムが組み立て可
能で、履修形態に応じた効果的な
学習が可能となる。

教材末尾に内容理解や鑑賞を深め
るための「研究」と語句の知識を
整理する「言葉の学習」を配して
あり、学習効果を高めている。教
材の内容や語句の注釈に関連し
て、カラーの図版や写真が効果的
に挿入され、生徒の理解を助ける
働きをしている。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 315 現代の世界史　改訂版

基礎的・基本的事項は理解しやす
く記述されている。巻頭や本文中
に地理や日本史との関連を扱った
項目が設けられ、歴史学習の基本
的技能の習得や他科目との関連が
図られている。

２部９章で構成されている。歴史
の展開・流れに沿って配置されて
おり、分量も適切である。各部の
はじめに年表を記載しており、簡
潔に各時代の流れが把握しやす
い。

わかりやすい表記になっている。
地図・写真・コラムなどの資料が
豊富で内容と配置も工夫されてい
る。

○
地理
歴史

81 山川 世Ａ 316 世界の歴史　改訂版
2
3

近代以前も含めて地形図が豊富。
時代の変遷を略地図で表すなどの
工夫がなされている。各ページに
小見出しが付いていて、学習の目
標がわかりやすくなっている。史
料や人物コラムが多く見やすい。

資料や図版が多く見やすい。見開
き１テーマで授業構成がしやす
く、解説も丁寧でわかりやすい。
各ページに配された略地図で、出
来事の空間的な関係を理解しやす
い構成となっている。

シンプルな表記でありながら、図
や表・写真と合わせることによ
り、出来事がどこで、どうなった
のかをつかみやすく表現してい
る。時代の変化を理解しやすい。

地理
歴史

183 第一 世Ａ 317
高等学校　改訂版　世界史
Ａ

「テーマ」をいくつか設定して関
連する情報を提供しており、歴史
を身近に感じ、楽しく歴史の変化
を学ぶことができる。難解な記述
はなく、学習者が抵抗なく学習に
入り込める内容となっている。

見開きで一時間扱いが可能で、各
ページに疑問文が提示され、学習
の内容が学習者に伝わりやすい。
資料や写真が豊富でとても見やす
い。また、配置が適切である。

平易な記述で難しい事柄を簡単明
瞭に表現している。絵や資料と結
びつけながら表記され理解しやす
い表現となっている。難しい事柄
を簡潔にあらわしてわかりやす
い。

地理
歴史

2 東書 世Ｂ 311 新選世界史Ｂ

「世界史の窓」では歴史の背景を
わかりやすく記述されている。
「日本とのつながり」では世界の
中の日本を理解する手助けとな
る。「Ｐerson」では歴史を作っ
た事達の姿を紹介している。

測注欄には資料や写真を置いてあ
り、理解を視覚的に進めようと工
夫されている。分量は若干少なめ
で取り扱いしやすい。巻末の歴史
年表は、歴史の流れを大まかに掴
むには都合がよいと思われる。

比較的濃いめな記述となっている
が表現はあっさりとしていて理解
しやすく、読みやすい。資料が大
きめに配置されていて、とても見
やすい。測注欄に空きがあり、メ
モを記述するのに便利である。

○
地理
歴史

2 東書 世Ｂ 308 世界史Ｂ
2
3

基本的な事柄が充実していて詳細
でわかりやすい記述となってい
る。地図が多めに掲載されている
ため、出来事がどこで起きたのか
がすぐ分かる。

シンプルな構成でまとめられてい
る為、取り扱いしやすい。各部の
まとめとして主題学習が設定さ
れ、多面的な学習活動が可能であ
る。入試に十分対応する分量と
なっている。

難しい表記は少なく、平易な表記
が多いため、比較的抵抗感なく読
み取ることができる。側注は少な
いが、詳しく記述され、各資料の
コメントも充実している。

地理
歴史

7 実教 世Ｂ 309 世界史Ｂ　新訂版

難解な記述が少なく、興味を持ち
やすく歴史を連続して概観するこ
とができる。地図が多く掲載され
ていて、地理的な分野と併せて理
解することが可能である。

分量は適当であり、すっきりとし
た構成となっている。写真や図版
の配置が適切でとても見やすい。
側注が多めで、関連して知りたい
ことがすぐに分かる用に構成され
ている。

各章や各編の最初のページは時代
を象徴する出来事を写真で掲載し
てあるため、一目で概観できるよ
うに表現が工夫されている。表記
は平易でわかりやすいものとなっ
ている。

地理
歴史

81 山川 世Ｂ 313 新世界史　改訂版

「KeyWord」で用語の解説を行
い、理解を助けている。「節のポ
イント」や「章のポイント」があ
り簡単に概略が述べられている。
「社会を見る」「視点をかえて」
のように生徒の関心を引き出す工
夫がなされている。

各ページの小見出しに全てには、
それぞれコメントが付けられ、簡
単に概略が分かるように工夫され
ている。「Skill」を高めるで
は、研究的要素があり、興味を広
げるきっかけとなる。側注は隙間
なく解説されている。

資料の地図はとても大きくて見や
すい。色分けされ凡例は最小限の
表示となっているため、見やす
い。比較的詳しく表記されている
が、難解な部分は優しい言葉で説
明されているので、扱いやすい内
容となっている。

○
地理
歴史

2 東書 地Ａ 307 地理Ａ 1

記載内容がよく精選されており、
基礎的内容が充実している。写
真、地図等の図版資料が適切に選
択されており、また、各事項の説
明や定義が明確でわかりやすい。

図版の比重は高いが、本文、副文
の巧妙な配置で内容を確保してい
る。定型的構成とページ毎の変化
のバランスがよく見やすい。

短い文章表現にまとめられてお
り、平易かつ端的でわかりやす
い。

地理
歴史

35 清水 地Ａ 311
高等学校　現代地理Ａ　 新
訂版

内容が体系的に整理され、学習事
項がわかりやすい。図版や脚注の
補完により豊富な内容となってい
るが、階層的記載によりその選択
が容易で、基礎から専門知識まで
幅広く利用できる内容となってい
る。

系統地理的な整理の部分が多く、
基礎知識の学習に使いやすい構成
となっている。文字の占める部分
が多いが、図版が適切に配置され
ており、違和感はない。分量は適
切である。

全体にやや硬い文章表現が目立つ
が、記述内容を正しく理解すると
いう意味から見れば逆にわかりや
すい表記であり、適切な表現と
なっていると考えられる。

地理
歴史

46 帝国 地Ａ 312 高校生の地理Ａ

少ない本文の中に多くの内容が凝
縮されており、具体的事項を取り
上げた中に系統的内容を織り込む
などよく工夫された内容となって
いる。内容を独特の視点から大胆
に精選しており、わかりやすい。

見開き２頁の本文は1/4程度にす
ぎず、写真、図版、トピックスが
多く用いられた構成となってお
り、視覚的に興味をひきやすい。
Ｂ５変形判の装丁は放置しても閉
じない利点を持つ。

頁ごとに具体的な話題から入る文
章は、多くの写真と相まって、雑
誌のように読み進みやすい表現と
なっている。語彙の説明を大胆に
省いた文章は読みやすいものと
なっている。

地理
歴史

46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ

基礎的事項が体系的に整理され充
実している。大きな図版や写真、
模式図等で、地形や機構の自然環
境の概念をわかりやすく説明して
いる。

一つの単元が見開きで、まとまり
をよくしてあり、学習計画を立て
やすい。世界すべての地域をカ
バーしているが、分量や配列は適
切である。

文章表現も平易で、見やすく読み
やすいフォントを使用するなど工
夫してる。図版資料も豊富で見や
すく工夫がなされいる。

地理
歴史

2 東書 地図 301 新高等地図

地域図に写真、鳥瞰図、断面図な
どが添えられ、地域の概観を多面
から理解できる内容となってい
る。主題地図もよく整理されてお
り、興味、関心をひくものとなっ
ている。

豊富な写真、図版、統計資料がよ
くコンパクトにまとまられてい
る。地形図と主題図、統計資料が
バランスよく配置されており、使
いやすい構成になっている。

落ち着いた色彩で図版が見やす
い。位置図は地球上での位置理解
を意識させる。統計資料にも色彩
を施すなど視覚的配慮がされてい
る。インデックスの添付は利便性
が高い。
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○
地理
歴史

46 帝国 地図 313
地歴高等地図　-現代世界と
その歴史的背景-

1

大判の地図に歴史資料が添えられ
ている。中心となる現代地図上に
歴史学習に関連する地名や歴史的
名称が明記されているだけでな
く、年表、写真、歴史地図などが
併記されており、地図への関心を
高めやすい内容となっている。

変形Ｂ５判の装丁は机上で使いや
すい。産業等の比重が小さいが、
歴史関連の資料や主題地図の分量
が大きく、世界史、日本史の資料
として充分に耐えうる構成となっ
ている。

配色やデザインが工夫されてお
り、見やすい。地図上の事項を把
握しやすいだけでなく、歴史的に
重要都市や過去の支配領域がわか
りやすく記載されている。

地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図

詳細な地図を基本に豊富な主題地
図が配置されており、様々な用途
に対応できる。地形や気候に関す
る図版も適切で充分な統計資料を
掲載している。

オーソドックスな構成で資料も豊
富に掲載されており、各領域内容
がバランスのとれた配置となって
いる。インデックスが設置されて
おり、利便性を高めている。

伝統的な等高段彩表現が用いられ
ており、見やすい配色で、地形の
概観を理解しやすい。主要図に位
置図が併記され、地球上の位置理
解を促進している。

地理
歴史

130 二宮 地図 314 高等地図帳　改訂版

地域図に歴史資料が配置されてい
る。世界史の資料としても有用な
だけでなく、歴史的背景をふまえ
た地域認識が、より現実的に、よ
り印象深く、地域理解を進める内
容となっている。

歴史的資料や歴史地図の比重が高
いが、自然や政治、経済、時事問
題に関する図版や資料も適切に配
置されている。変形判の装丁は机
上で開き続けるのに利便性が高
い。

変形判の採用にともない、横長の
地域図、世界図が多用されてお
り、併置資料も横置きになってい
る。コンピューター画面に慣れた
ものには見やすい表記となってい
る。

公民 2 東書 現社 313 現代社会

基礎的内容から発展的内容までバ
ランスよく配列され、理解しやす
い。写真・図版・資料が精選さ
れ、適切である。詳細な文章で説
明されており、わかりやすい内容
になっている。

全体的に適正な構成と分量であ
る。図版と文章の配分が適切で、
全体の構成がまとまっている。

適切な表現で、詳細に記述されわ
かりやすい。写真・図版が理解し
やすいように表現されている。

○ 公民 7 実教 現社 314 高校現代社会　新訂版
2
3

本文の記述は詳しく丁寧に表現さ
れており理解しやすい内容になっ
ている。時事問題が豊富に扱われ
ていて、生徒が興味関心を持てる
ように工夫されている。

「Q＆A」や「Seminar」などが設
定されており、詳しい理論や制
度、最新の話題や動向について生
徒が学習をより深められる構成と
なっている。

より高度な内容が詳細に記述され
ており、丁寧でわかりやすい表現
である。図版や資料が効果的に盛
り込まれている。

公民 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版

基礎・基本が丁寧に記述されてい
る。生徒に興味・関心や動機づけ
を促して学習できるように工夫し
ている。また、学習内容を深める
ことができるように注釈が充実し
ている。

見開き２ページで１テーマがまと
められていてわかりやすい構成に
なっている。ヴィジュアル特集な
どの写真・図版資料、コラム・用
語解説の配置が工夫されており、
分量も適切である。

全体にふりがなが多くて読みやす
い。図版や写真が豊富に掲載され
ており理解しやすい。

公民 17 教出 現社 304 最新　現代社会

学習指導要領の内容に適してお
り、授業を進める上で適切であ
る。資料・図説写真が豊富で、わ
かりやすくまとまっている。

構成がわかりやすく、現代社会を
理解するには、十分な分量であ
る。

図説・資料・写真が豊富で、理解
に役立つ。簡潔に記述され、わか
りやすく表現されている。

数学 2 東書 数Ⅰ 318 数学Ⅰ　Standard

例・例題の解説が丁寧で、問、節
末問題、章末問題と段階的にレベ
ルアップできる。問は基礎・基本
の知識定着に役立つ。参考・発展
の内容も充実している。

構成は理解しやすく工夫されてい
る。分量は基本的なもの発展的な
ものと分かれて演習できるように
なっていて盛りだくさんである。

各文章表現や文字の大きさ、記号
の使用等、適切である。色の配色
は色数を抑え、色の濃淡で表現さ
れている。

○ 数学 7 実教 数Ⅰ 321 新版数学Ⅰ　新訂版 1

基本的な問題が網羅されており、
理解するための要点が図表を豊富
に用いる。応用や発展などの問題
では、ハイレベルなものも採用さ
れ、多様な生徒への対応が可能で
ある。

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

色使いや挿絵を始めとしたビジュ
アル要素が多く用いられ、わかり
やすさに重点を置いた表現となっ
ている。

数学 7 実教 数Ⅰ 322 新数学Ⅰ

中学校の復習や、基礎的・基本的
事項の理解や習得に役立つように
配置されている。また、取り扱っ
ている内容も生徒の実態に即した
平易な内容になっている。

Ｂ５判で見やすく使いやすい大き
さである。見開きで説明がまとめ
てあり「例題」や「問い」の量も
適切である。

本文の理解を助けるように、図、
イラスト、写真が多用されてい
る。色を適切に使い、視覚的に内
容理解をサポートするように配慮
されている。

○ 数学 104 数研 数Ⅰ 327 改訂版　数学Ⅰ 1

図を用いた解説が丁寧であり、基
礎から入試レベル問題まで対応し
た編集である。授業の流れを考慮
し、応用問題までスムーズに到達
できるよう配慮されている。

構成は理解しやすく工夫されてお
り、分量も適切である。

丁寧で適切にまとめられている。
色彩が落ち着いていて、見やす
い。

○ 数学 7 実教 数Ⅱ 321 新版数学Ⅱ　新訂版 2

基礎的・基本的事項の理解や習得
に役立つように配置されている。
基礎から応用まで幅広く対応して
いる。

整理されていてわかりやすい。分
量も生徒の実態に合わせて指導で
きる。

表現が簡潔であり、わかりやす
い。指導する際、教員の工夫がし
やすい。

数学 61 啓林館 数Ⅱ 324 詳説　数学Ⅱ改訂版

内容が具体的でわかりやすく興味
を持ってじっくり学ぶことができ
る。例や練習が豊富で生徒の興味
や関心を引くことができる。

Ｂ５判で文字も大きく、簡潔にま
とまっている。丈夫かつ見開きし
やすい。

公式要点がはっきりしていて見や
すい。文章・式・図の配列がゆっ
たりしている。

○ 数学 104 数研 数Ⅱ 327 改訂版　数学Ⅱ 2

研究や発展といった高レベルの入
試問題まで幅広く対応した編集が
なされている。また、授業の流れ
を考慮し、発展的な問題まで到達
できるよう配慮されている。

構成は理解しやすく工夫されてい
る。分量は発展的内容が多く、問
題数が多い。

多くても２色程度に表現を留めて
おり、本質に迫るような表現が多
い。
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数学 104 数研 数Ⅱ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅱ

図を用いた解説が丁寧であり、基
礎から入試問題まで幅広く対応し
た編集がなされている。また、途
中式や考え方がていねいに記述さ
れている。

例題の内容および練習問題の分量
ともに適切である。

領域や補助線が色分けされてお
り、理解を促すように表現されて
いる。

数学 104 数研 数Ⅱ 331 改訂版　新　高校の数学Ⅱ

単元ごとに学習のポイントが示さ
れており、筋道をたてて学習する
ことができる。確認問題や課題学
習など、生徒が興味を持つような
内容になっている。

見開きで一つの項目をまとめてい
る。思考過程に沿った図表を複数
準備している。間違い例も提示し
ている。分量も適切でよい。

全ページ多色刷りとなっている。
また、図やイラストが多く用いて
ある。字がやや小さい。公式要点
がはっきりしている。要点や図の
配列も親しみやすい。

○ 数学 2 東書 数Ⅲ 302 新編数学Ⅲ 3

本文の説明や例題なども丁寧でわ
かりやすい。また、練習問題の内
容も適切である。

見やすい構成であり、理解しやす
い。練習問題の分量も適切であ
る。

わかりやすい文章でまとめられて
いる。

○ 数学 104 数研 数Ⅲ 308 数学Ⅲ 3

基礎から応用まで幅広い内容を
扱っている。発展的な例題も多く
扱い、入試レベルに対応する実力
をつけられるようになっている。

構成は理解しやすく工夫されてい
る。豊富な練習問題を取り扱い、
分量は多めである。

丁寧かつ簡潔にまとめられてい
る。イラストは極力おさえ、論理
的思考力を高めている。

数学 104 数研 数Ⅲ 310 新編　数学Ⅲ

基本的内容が丁寧に扱われてい
る。応用的な例題も解説が丁寧
で、解答の示し方がわかりやすい
記述である。研究の問題も丁寧な
解説がなされている。

構成、分量・配分はともに適切で
ある。

図やイラストが豊富。色も多く使
われており見やすい。

数学 183 第一 数Ⅲ 313 高等学校　新編数学Ⅲ

例・例題の解説が丁寧であり、わ
かりやすい。発展的な問題は「研
究」「チャレンジ」という名に
なっており、生徒の実態に応じて
指導しやすいよう工夫されてい
る。

節末問題、章末問題の内容が充実
している。また、構成配分も適切
である。

色を使いすぎず、重要な箇所にの
み色を着け強調している。図やグ
ラフが適切である。

○ 数学 2 東書 数Ａ 302 新編数学Ａ
2
3

復習的な内容からの導入になって
いるので、基本的な内容がわかり
やすい。誤答例や解答の過程での
注意が多く載っているので、自学
自習としても使いやすい。

構成・分量はともに適切である。 全編を通して本文の理解を助ける
ように、図、イラスト、写真が多
用されている。色を適切に使い、
視覚的に内容理解をサポートする
ように配慮されている。

数学 7 実教 数Ａ 321 新版数学Ａ　新訂版

基本的内容を丁寧に説明をしてい
る。章末問題はやや程度を上げた
問題まで扱っている。興味関心を
もつ工夫がなされている。

章末の問題は３段階用意されてお
り、幅広い取り組み方ができる。

章末の図形の一覧は非常に見やす
い。全体的に配慮されている。

数学 7 実教 数Ａ 322 新数学Ａ

基本的な問題を多く扱いながら
も。オイラーの多面体定理など内
容が充実している。

章末問題など分量の少なさを感じ
るがコンパクトである。

色を豊富に使い、見やすい紙面づ
くりをしている。

○ 数学 104 数研 数Ａ 327 改訂版　数学Ａ 1

基礎から応用まで幅広い内容を
扱っている。発展的な例題も多く
扱い、入試レベルに対応する実力
をつけられるようになっている。

構成は理解しやすく工夫されてい
る。豊富な練習問題を取り扱い、
分量は多めである。

丁寧かつ簡潔にまとめられてい
る。イラストは極力おさえ、論理
的思考力を高めている。

数学 2 東書 数Ｂ 302 新編数学Ｂ

基礎的・基本的な事項が過不足な
く網羅されている。また、例・例
題と問の差をなくし無理なく授業
が展開できるように工夫して編集
されている。

例・例題→問→節末問題→章末問
題の順に、段階を追って一定程度
の問題が過不足なく取り上げられ
ており、その分量も適切である。

全編を通して本文の理解を助ける
ように、イラスト、写真、図が適
切に用いられている。章扉は写真
やイラストが多用されており、学
習意欲が高められるように工夫さ
れている。

○ 数学 7 実教 数Ｂ 320 新版数学Ｂ　新訂版 2

基本問題から発展まで多くの種類
を扱っている。また、具体例から
の導入が多く、生徒にとって理解
しやすい内容である。解説も丁寧
で理解しやすい。

練習、チェック問題、章末問題な
ど、基礎・基本の定着に十分な分
量である。

図説、数式中の重要な文字、問の
答えなどが太字等で強調され、随
所に写真やイラストが用いられる
といった工夫が見受けられる。

○ 数学 104 数研 数Ｂ 325 改訂版　数学Ｂ 2

問題の種類がともに充実してい
て、研究と発展でさらに高い程度
の内容や例題も扱っている。段階
的に指導を行いやすく、充実した
内容である。

構成は理解しやすく工夫されてお
り、分量も適切である。

丁寧かつ簡潔にまとめられてい
る。色やイラストを抑え、落ち着
いた紙面づくりをしている。

理科 2 東書 物基 312 改訂　新編物理基礎

２編構成で、各編の最初に、疑問
が書かれており、学習前と学習後
で、自分の理解を確認できる内容
になっている。学習指導要領の内
容について、不足なく取り上げら
れている。

項目ごとに見開きで完結するよう
に構成されており、授業を進めや
すいように工夫されている。内容
のまとまりや順序性、生徒の関心
や興味を考慮した章構成となって
いる。

写真や図版を大きく見せるなど、
生徒の学習意欲を刺激する工夫が
なされている。用語、記号が統一
されており、記述の仕方も適切で
ある。
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理科 7 実教 物基 313 物理基礎　新訂版

記述が簡潔で、原理や法則が無駄
なく理解できるよう工夫されてい
る。また、生徒がつまずきやすい
内容は、Key flowとして、大切な
ポイントを順序よく解説してい
る。

構成・分量がともに適切である。
身近な事柄を多く取り上げて、工
夫がなされている。

タイトルや重要用語、公式の文字
解説などに英語表記がされてい
る。

理科 61 啓林館 物基 315 物理基礎　改訂版

物理的な現象がバランスよく簡潔
にまとまっており、図や表も見や
すく表記されている。生徒が学習
しやすい内容である。

５部構成になっており、各項目を
並列に扱っている。各章にはまと
めと章末問題があるが、解説はな
く、略解のみで、生徒がすぐに答
えを見ないように工夫されてい
る。

主な物理量と単位や物理定数がま
とまってあり、記号で生徒の混乱
が生じないような工夫がなされて
いる。

理科 61 啓林館 物基 306 新編　物理基礎

物理的な現象がバランスよく簡潔
にまとまっており、図や表も見や
すく表記されている。生徒が学習
しやすい内容である。

図や写真の配置に工夫がされてい
て、生徒に印象が残りやすく工夫
されている。分量や構成も適切で
ある。

図版資料が豊富で、わかりやすい
説明がなされている。

○ 理科 104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎 1

内容が系統的に配列され、説明も
簡潔である。また、問題が豊富
で、解説等も簡潔にかつ理解しや
すく書かれている。巻末には波の
模型と公式の一覧があり、学習し
やすい内容である。

物理基礎での既習事項が一目で分
かるように工夫されている。各編
は内容のまとまりや順序性により
いくつかの章に分けられており、
構成・分量ともに適切である。

本文中に図の一部を挿入すること
で本文と図の対応がわかりやす
い。写真も見やすく、表記・表現
とも適切である。

○ 理科 104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎 2

身近で親しみやすい話題を扱い、
生徒の物理への関心を高めるよう
に工夫されている。学習指導要領
の内容について、不足なく取り上
げられている

Ｂ５判で側注があり、写真が豊富
に配置されている。例題を多く配
置し、分量や構成も適切である。

図や写真の配置が適切で表現もわ
かりやすい。重要項目には英語の
ルビが書いてあり、図表の配置も
適切である。

理科 183 第一 物基 320 高等学校　改訂　物理基礎

内容が具体的で、文章がわかりや
すい。身近な事柄も多く取り上げ
られており、生徒の学習意欲を高
める工夫がなされている。

構成・分量がともに適切である。
身近な事柄を多く取り上げ、探求
に工夫がなされている。

語句が平易で、またカラーの図が
多く使われていてわかりやすい。
紙面学習に加えて映像学習があり
さらに理解が深められる。表記・
表現ともに適切である。

理科 2 東書 物理 308 改訂　物理

物理現象と日常生活との関連を意
識し、生徒の学習意欲を高める工
夫がされている。また、自学自習
でも効果的に学習が進められるよ
う内容に工夫がされている。

物理基礎での既習事項が一目でわ
かるように工夫されている。各編
は内容のまとまりや順序性により
いくつかの章に分けられており、
構成・分量ともに適切である。

記号や計算単位などの使用が適切
である。図や表が効果的に使わ
れ、簡潔な表現になっている。

○ 理科 7 実教 物理 309 物理　新訂版 3

生徒がつまづきやすい内容をkey
とすることで丁寧に解説してい
る。練習問題があり、答えと一緒
に表記されているため、直感的に
物事の理解を手助けする内容と
なっている。

各節の最後にまとめと節末問題が
あり、節ごとに学習の理解度を確
かめる事ができるようになってい
る。分量も適切である。

物理現象をより理解しやすくする
ために写真が多く入れてあり、図
が見やすいように工夫されてい
る。また、重要な語句には英語が
併記され理解を助けている。

理科 61 啓林館 物理 310 物理　改訂版

やさしいものから発展的な内容に
段階を追って物理を系統的に学べ
る学習展開になっている。また、
物理学の成果が日常生活に応用さ
れている例を紹介しており、生徒
の興味関心を引き出すことにつな
げることができる。

各内容の分量は適切であり、配列
もわかりやすい。

図表が非常に効果的に使用され、
表記も生徒が理解しやすいものに
なっている。

○ 理科 104 数研 物理 313 改訂版　物理 2

入試を意識した演習問題や理解し
にくい所を徹底的に説明する「Ｚ
ｏｏｍ」がよい。必要に応じて物
理基礎の内容を補い学習がスムー
ズに行くような内容になってい
る。

丁寧に解説されており、理解を深
めることができる構成になってい
る。

公式などわかりやすく表現されて
いる。図が見やすい。

理科 104 数研 物理 314
改訂版　総合物理１　力と
運動・熱

力学の系統的な学習ができるの
で、適切である。物理基礎の復習
が収録され、学習内容を振り返り
ながら理解を深めることができ
る。また、数学の知識が収録さ
れ、物理学習の手助けになる。

構成・分量ともに適当である。２
分冊になっており、携帯に便利で
ある。

平易かつ簡潔な表現でわかりやす
く表記してある。図表の配置も適
切である。

理科 183 第一 物理 316 高等学校　改訂　物理

物理法則や現象の解説が簡潔でわ
かりやすい。例題の解説も考え方
の基本から丁寧に説明されていて
わかりやすい。チャレンジ特講が
あり、より深く理解できる工夫が
なされている。

構成・分量ともに適切である。学
習の重点が明確になるように構成
されている。

語句が平易でわかりやすい。ま
た、重要な語句には英語が併記さ
れ理解を助けている。写真よりも
イラストや図が多く適切に配置さ
れている。

理科 2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎

基本的な概念、原理・法則の正確
な理解と、それらの応用が身につ
くようになっている。化学が産業
や製品に密接に関わり、生活を豊
かにしていることを理解できるよ
うになっている。

大判の装丁がなされ、非常に見や
すい。章末にまとめと確認テスト
があり、分量やページ数も適切で
ある。

大判の利点を生かし、側注を利用
して、解説や図表など生徒が理解
しやすいように、適切な位置に配
置されている。目次に教科書で注
目すべき記号などもまとめられて
いる。

○ 理科 7 実教 化基 315 化学基礎　新訂版 1

授業に必須の内容、実状に合わせ
て取捨選択したい内容、さらに学
問的に詳しく掘り下げたい内容
が、それぞれはっきり区分けされ
ている。発展的な学習内容も充実
している。

構成も分量も適切である。知識が
しっかりと身につく構成になって
いる。

平易な表現でわかりやすく表現さ
れている。写真が見やすくイラス
トも豊富で丁寧である。
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○ 理科 7 実教 化基 316 新版化学基礎　新訂版 1

学習指導要領の内容がもれなく記
述された内容となっている。「発
展的な内容」は精選されている。
「問題編」を収録しており、生徒
の反復学習の手助けとなる。

Ｂ５改判で、側注を入れられるよ
うにしている。所々にトレーニン
グやまとめが適切に配置されてい
る。

学習上のポイントになる内容は目
立つようにかこまれており、ま
た、化学式の書き方などを簡潔な
図で表しているので生徒の理解に
役立つ。

理科 7 実教 化基 317 高校化学基礎　新訂版

化学の基本概念を丁寧に解説し、
中学理科からスムーズに移行でき
ること、学習の定着が図れるこ
と、日常生活との関連を感じなが
ら学習できる内容になっている。

構成も分量も適切である。知識が
しっかりと身につく構成になって
いる。

工夫された図で見やすく理解しや
すい。表記･表現ともに適切であ
る。文章が平易・簡潔にまとめら
れ、長文や論理の飛躍を避け、生
徒に読みやすくなっている。

理科 61 啓林館 化基 318 化学基礎　改訂版

上位科目「化学」の内容も盛り込
みながら、豊富な内容を図や写真
を用いてまとめている。章末問題
の解答・解説が非常に詳しく、生
徒の自学自習が可能な内容になっ
ている。

構成がわかりやすくなり、発展的
内容が充実している。図やフロー
チャートも見やすくなっている。

図や写真の配置が工夫されてい
て、本文の内容を直感的かつ具体
的に理解できるように工夫されて
いる。

理科 104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎

化学基礎で必要とされる内容とと
もに「復習」事項があり、違和感
なく学習できるよう工夫されてい
る。また高度な発展内容も精選さ
れ、無理なく習得できるよう配慮
されている。

各項目ごとに要点をまとめたペー
ジがあり、生徒の理解を深める構
成となっている。

一つ一つの文章を短くし、項目を
小分けにするなど生徒の集中力維
持へも配慮されている。カラー写
真が用いられているが色弱者にも
配慮されている。

理科 183 第一 化基 322
高等学校　改訂　新化学基
礎

高校化学として重要な学習事項は
もれなく取り上げ、発展的な内容
も記載されている。生徒の興味を
喚起する素材や話題を取り扱って
おり、興味関心を持ちやすい。

大判で、非常に見やすいように配
置がなされている。すべての項目
が見開き２ページで完結してお
り、授業の区切りをつけすくして
いる。

視覚的にわかりやすいように、写
真を多く使用している。適切でわ
かりやすい文章表現である。

理科 2 東書 化学 309 改訂　新編化学

基礎学力の定着に必要な内容を精
選して記載してあり、まとまって
いて学習しやすい。解説も丁寧で
ある。

B5判で、図も大きく、両サイドに
詳しい説明があり、わかりやすく
なっている。また、構成･分量と
もに適切である。

平易な表現でわかりやすく表現さ
れており、写真やイラストが多
い。

○ 理科 7 実教 化学 310 化学　新訂版 2

内容の取り扱いが丁寧で、理系進
学者が学ぶべき内容が十分に盛り
込まれている。生徒が学習する上
で随所に工夫が見られ、chemical
eyesという付録も豊富で魅力であ
る。

５章に分かれており、それぞれ流
れを考えて、丁寧に解説されてお
り、理解を深めることができる構
成になっている。分量も適切であ
る。

平易な表現でわかりやすく表現さ
れている。図や写真がバランスよ
く用いられ、イメージがつかみや
すい。奇数のページの右端に、学
習内容のつながりがあり、単元の
内容を体系化している。

理科 61 啓林館 化学 312 化学　改訂版

化学的な現象など詳しく理解が深
められる内容になっている。生徒
の興味関心がわきやすい。

５部構成で書かれており、内容や
流れを理解しやすいように工夫が
されている。

写真や図も見やすく表記･表現も
適切である。基本から重要事項ま
で理解しやすいように色文字など
を使って整理されている。

理科 104 数研 化学 313 改訂版　化学

各項目のポイントがよくまとめら
れている。生徒の興味･関心と学
習意欲が沸くような「参考」「発
展」が豊富取り扱われている。

整理された使いやすい構成になっ
ており分量も適切である。

写真や図も見やすく表記･表現も
適切である。

○ 理科 2 東書 生基 311 改訂　生物基礎 1

各節ごとにNAVIとして、各章の流
れが確認できる工夫がなされてお
り、必ず質問から入るような作り
になっている。各ページの帯には
流れが確認できるように工夫され
ている。

内容が見開き２ページ内に収まる
ように構成されている。本文は簡
潔で内容が精選されており、程
度・分量ともに適切である。

カラーの図や写真が必要な箇所に
ふんだんに盛り込まれている。図
や写真の質が高く、学習内容のつ
ながりを意識させる工夫がなされ
ている。

理科 2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎

学習した項目が互いに結びつき、
生物学の全体像が見通せる内容で
ある。生徒の思考や興味関心が学
習内容に結びつけることができ
る。

イラストや写真が豊富でわかりや
すい構成になっており、印象が残
りやすい工夫がされている。各内
容の分量とその配分が適切であ
る。

写真やイラストが豊富で、親しみ
やすく、視覚的に捉えやすくなっ
ている。観察実験の具体的な写真
が多く、指導の時に利用できる。

○ 理科 7 実教 生基 313 生物基礎　新訂版 3

学習した内容が互いに結びついて
いることを意識させるために、表
記方法を工夫している。各章のま
とめでは、生徒が自主学習を行う
ことができる工夫がある。

構成も分量も適切である。問題の
解答が巻末にあり見やすく工夫さ
れている。

イラストやカラー写真を用いて、
視覚的に理解できるように工夫さ
れている。また、本文中の行間に
青字で写真掲載ページが記載され
ている。

理科 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版

生物や生物現象の基本的な概念や
原理・原則が把握できるように、
指導要領の内容が過不足なくまと
められている。既習事項の確認や
深く学習をおこなうための発展内
容も充実している。

大判で構成も分量も適切である。
側注の解説が充実しており生徒の
自主学習に利用できる。

原理やしくみをわかりやすくする
ために、模式図が多用されてい
る。生命現象を具体的に感じとら
せるため、本文や図と関連のある
写真が多用されている。

理科 61 啓林館 生基 315 生物基礎　改訂版

動物の恒常性や刺激と反応の分野
を中心に図が多く用いられてお
り、視覚的にわかりやすいため指
導がしやすい。基本的な内容から
発展まで広く掲載されている。

内容を見開き構成にしたり、グラ
フや図・表を読み解く問題を各所
に配置するなど構成もよく、分量
も充実している。

重要内容については図を大きく配
置して、視覚的に理解しやすいよ
うに工夫された表記方法である。
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理科 104 数研 生基 317 改訂版　新編　生物基礎

「生物基礎」の分野を詳しく解説
するだけでなく、関連する「生物
分野」の内容も記載するなど、幅
広く学習できるように構成されて
いる。

見開き構成で使いやすい。また、
生徒の興味をわかすために実生活
やヒトに関連した話題を多く取り
上げている。分量も豊富である。

印象の強いイラストや写真を多く
使っており見やすい。また表記も
工夫されていて、知識の定着につ
ながる図が多い。

○ 理科 2 東書 生物 306 改訂　生物 2

本文の内容をより深めるために、
必要な箇所に「観察・実験」が取
り上げられており、探求的に学習
が進められるように工夫されてい
る。またコラムではいくつかの
テーマに分けて幅広い内容を取り
扱い、生徒の興味関心を高めるよ
うな内容になっている。

基礎や中学の学習事項がリード文
で紹介され、円滑に学習に入れる
ようになっている。発展は必修の
学習内容と十分な関連を図り、程
度・分量とも過度な負担とならな
いように配慮されている。

B5 変形判になっており、詳細な
図版や鮮明な写真がダイナミック
に掲載され、情報量が充実してい
る。

理科 7 実教 生物 308 生物　新訂版

簡潔に記述されており、各章もコ
ンパクトにまとまっている。ま
た、最新の話題も取り上げられて
いる。

５章に分かれており、各章末に問
題が用意されている。分量も適切
である。

紙面のレイアウトは見やすく、イ
ラストや写真も多い。動きのある
ものの連続写真はとても綺麗にで
きている。また、奇数のページの
右端に、学習内容のつながりがあ
り、単元の内容を体系化してい
る。

理科 61 啓林館 生物 309 生物　改訂版

実験に関する表記が多い。特に発
生の分野は解説も平易でわかりや
すく、写真や図が多いため理解し
やすい。

図や写真を多用していて理解しや
すい。文章の量も適当であり、文
章と図表のバランスもよい。

遺伝に関する表記がわかりやすい
く、基本から応用まで理解しやす
い。

理科 104 数研 生物 310 改訂版　生物

生物への興味・関心や生物学的思
考力が高まる工夫がされている。
これまで扱われていなかった高度
な内容もわかりやすく扱ってい
る。

やさしい解説とともに見やすい構
成になっている。また、分量も適
切である。

文章量は多いが平易な文章を持ち
いており、読みやすい表記のため
理解しやすい。また、巻末に付録
としてオペロンのモデルがあり、
発現調節の理解を深める工夫があ
る。

理科 183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物

明確な写真や図が多く掲載されて
いる。生物の配偶子形成や生物の
行動についての図がわかりやす
い。文章表現も平易でわかりやす
い。

全８章に編集されており、すべて
の章末に問題が用意されている。
分量は豊富であり、構成もわかり
やすい。

写真よりもイラストが多い。しか
し、発生では、しゃしんや図をう
まく使い、わかりやすいため理解
しやすい。

○
保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 1

はじめに、学び考える内容を示し
たリード文があることにより何を
学び考えなくてはいけないかが理
解しやすくなった図やイラストが
カラーであることにより視覚での
理解がしやすく、基礎・基本が丁
寧にわかりやすく説明されてい
る。学習を助け広がりを持たせる
側注により、生徒の興味・関心を
ひきやすい。

１単元が２ページの見開きで構成
されておりわかりやすい。また、
学習範囲が明確に把握できる。

ポイントがわかるように協調文字
などが使用されており、カラー図
表やイラストも多く生徒の興味・
関心が自然と喚起できるように
なっている。

保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版

基礎・基本に厳選された内容が丁
寧に説明されており、基礎的な事
項もわかりやすく生徒に課題意識
をもたせやすい。構成内容内容が
バランスよく配置されている。１
単元２項で構成されており、まと
めやすい資料が豊富であり、生徒
の興味・関心を引き起こす表記で
あり理解しやすい。

構成内容がバランスよく配置され
ている。１単元が２項で構成され
ており、まとめやすい。

資料が豊富であり、生徒の興味・
関心を引き起こす表記であり、理
解しやすい。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版　保健体
育

テーマ学習が設定してあり、現代
の社会的、健康的な問題について
考える内容が多くある。各セッ
ションごとのめあてが理解しやす
い。学習のポイントが明記されて
おり生徒が目的意識をもって授業
に取り組める。

構成・分量ともに適切である。単
元毎に平均的な分量になってい
て、使いやすい。

ピクチャースタディでは写真イラ
ストが豊富で題材の内容理解を助
けてくれる。

芸術 17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti

多様なジャンルから精選された教
材によって必要な内容が十分に扱
われており生徒の習熟度や学校の
実態に応じた授業を行うことがで
きる。西洋音楽史の年表や作曲家
の写真が豊富に掲載されている。

歌唱・器楽・鑑賞がわかりやすく
分類されており、授業でも取り組
みやすい構成となっている。それ
ぞれの分量も基本的内容から発展
的内容までと幅広く、大変充実し
ている。

全ページにわたりカラー刷りで、
生徒が親しみやすい。楽譜が見や
すく、写真やイラストが効果的に
使われており、生徒が曲想をつか
みやすい。

芸術 17 教出 音Ⅰ 308
高校音楽Ⅰ改訂版　Music
View

楽曲とその文化的側面が取り上げ
られており、生徒が興味を持ちな
がら学習できる内容となってい
る。鑑賞の題材をわかりやすく理
解させる工夫がされており、より
音楽を身近に感じることができ
る。

国や地域、時代ごとに分類された
ており、それぞれの音楽の特徴を
理解しやすい構成となっている。

イラストが豊富で、耳だけでなく
目からも音楽的な想像ができるよ
うな工夫がされている。文章も丁
寧で、理解しやすい。

〇 芸術 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１ 1

多岐に渡る音楽ジャンルの楽曲が
扱われており、幅広い音楽の学習
ができる。楽曲ごとに丁寧な解説
があり、生徒が目標をもって取り
組むことができる。全ての活動分
野の題材が豊富で幅広い授業展開
が期待できる。

分量が豊富で、生徒の実態に合わ
せた対応ができる。装丁も美しく
親しみやすい。

ほとんどの題材が見開きで取り扱
われていて、楽譜やイラストなど
が見やすく生徒が演奏や学習をし
やすい工夫がされている。特に鑑
賞の図などがイメージを沸かしや
すい。
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採択
候補

教科
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発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

芸術 89 友社 音Ⅰ 311 改訂版　高校生の音楽１

多岐に渡るジャンルの音楽を題材
にし、特に世界の民謡・ミュージ
カルナンバーなど歌唱教材が充実
し、バランスもよい。鑑賞教材や
和楽器などの解説が細かく丁寧で
より深く学ぶことができる。

バランスがよく構成されている。
楽典の配分も充実しており、高校
生にとって適切な分量となってい
る。装丁も細部に至るまで工夫さ
れている。

色分けや文字の工夫がされてお
り、見やすい。イラスト・譜例な
どが効果的に配列されており、理
解しやすくなっている。

芸術 17 教出 音Ⅱ 307 音楽Ⅱ 改訂版 Tutti

多岐に渡るジャンルから精選され
た題材によって十分な学習内容と
なっている。楽曲の特性に偏りが
なく、多彩な音楽を学ぶことがで
きる。理論の内容も充実してい
て、音楽的知識を深めることがで
きる。

各分野の配分はよいが、特に器楽
の楽譜が充実しており、上級生の
授業に効果的である。

楽譜が見やすく、演奏や学習がし
やすい。印刷も鮮明である。

芸術 27 教芸 音Ⅱ 309 高校生の音楽２

親しみやすい楽曲が豊富で、生徒
の興味を引き出しやすい。ポイン
トや解説が丁寧でわかりやすく、
生徒が関心をもって、活動するこ
とができる。特に鑑賞教材の内容
が充実していて、生徒がイメージ
をもって学習できる。

系統的に各分野が配列されてい
て、確実に学習ができる。

ほとんどの題材が見開きで取り扱
われていて、楽譜やイラストなど
が見やすく生徒が演奏や学習をし
やすい工夫がされている。特に鑑
賞の図などがイメージを沸かしや
すい。表紙や扉も高校生が親しみ
やすい。

〇 芸術 27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２
2
3

精選された楽曲が親しみやすく、
生徒の興味を引き出しやすい。各
題材に目標が明記され生徒が目的
意識をもって学習できる。日本や
世界の音楽文化の内容が充実して
いてより幅広い音楽を学ぶことが
できる。

各分野がそれぞれ関連付けられて
いる構成になっていて音楽の能力
を定着させる工夫がされ、上級生
向けである。

イラストや写真が豊富で、生徒の
興味・関心を引くとともに、理解
を深める工夫がされている。

芸術 89 友社 音Ⅱ 311 改訂版　高校生の音楽2

芸術歌曲や唱歌、外国語歌曲など
歌唱教材が多く、歌唱の発展的な
活動が期待できる。鑑賞の題材が
豊富で多種多様な音楽文化につい
て学習することができる。

各分野とも基礎から発展までが系
統的に配列され深い学習をするこ
とができる。

外国語の歌詞にルビがついていた
り、日本歌曲も古語の意味などが
丁寧に解説されていて、生徒が取
り組みやすい工夫がされている。

外国
語

2 東書 コⅠ 328
All Aboard! English
Communication Ⅰ

世界の文化を取り上げている題材
が多く、生徒が英文を通して世界
に目を向けることのできる教材で
ある。

平易な英文が使われ、各課ごとに
適切な分量でまとまってる。

写真やイラストが多く、まとめの
部分もカラフルで非常に見やすく
表記されている。

○
外国
語

2 東書 コⅠ 329
Power On English
Communication Ⅰ

1

最近のテーマで、文化・スポー
ツ・動物・ポップカルチャーなど
を豊富に収録し、生徒が興味を
持って学習できる題材となってい
る。各レッスンの学習内容が明瞭
である。

各パートが見開き２ページで１
レッスンにまとまっていて、授業
が進めやすい構成である。本文の
内容を復習し、文法事項にも触
れ、新しい語彙の確認もできる。

イラストや写真がすべてカラー
で、内容理解の一助になってい
る。シンプルで読みやすく、文法
の説明の部分でもカラーが効果的
に使用されている。

○
外国
語

15 三省堂 コⅠ 333
CROWN English
Communication Ⅰ New
Edition

1

生徒の知的好奇心を高める題材が
豊富で、英語で考え、コミュニ
ケーションを図ることを促す工夫
がなされている。言語材料も基本
的なものから難易度の高いものま
で網羅している。

各課冒頭にPre-Reading活動があ
り、英語でスムーズに導入できる
よう構成されている。本文に関す
る追加の読み物も有効に使うこと
ができる。

写真やイラストも豊富で内容理解
を助けている。英語で考え、コ
ミュニケーションを図ることを促
す工夫がされている。

外国
語

15 三省堂 コⅠ 334
MY WAY English
Communication Ⅰ New
Edition

生徒の知的好奇心を刺激する現代
社会をとらえた題材を扱ってい
る。各課に４技能を総合的・有機
的に関連づけた活動が行えるよう
な配慮が見られる。

各セクションは見開き構成になっ
ていて、新出の文型・文法事項の
導入には既習事項を前のセクショ
ンに配列する等、生徒の自学自習
のしやすさに配慮している。

写真や図版を豊富に配列し、内容
理解の一助になっている。また、
各課冒頭ページの写真下には導入
時に題材に関する背景的知識が身
につくよう工夫されている。

外国
語

17 教出 コⅠ 336
NEW ONE WORLD
Communication Ⅰ Revised
Edition

多彩な題材を扱っており、生徒が
興味・関心を持って取り組める。
学習内容も精選されており学びや
すい。各課に会話練習や英作文の
活動もあり、表現する力を身に付
けられるよう構成されている。

見開き構成でシンプルにまとめら
れていて、文法や例文がわかりや
すく配列されている。

写真やイラスト、図表等配置も適
切である。英文も読みやすい。

外国
語

50 大修館 コⅠ 337
Compass English
Communication Ⅰ Revised

中学の復習から無理なく高校英語
の学習に移行できる基礎的な内容
である。題材も生徒の興味を引く
内容で身近で前向きなものになっ
ている。

見開き構成で学習内容が一目でわ
かるようになっている。

本文や傍注、脚注の他、写真やイ
ラストなどが適切に見やすくレイ
アウトされている。

○
外国
語

2 東書 コⅡ 327
Power On English
CommunicationⅡ

2

生徒の興味関心を引く身近な題材
を取り上げ、英問英答式での理解
を促し、Partごとの日本語による
まとめから英語のSummary作成へ
とつながり、学習した文法事項を
用いた自己表現活動ができる。

効率的に学習できるよう配慮さ
れ、写真資料などから導入、理
解、演習、整理、発展の順に編集
されている。各課はパート分けさ
れていて使いやすく、学習効果が
上がるように工夫されている。

写真やイラストの色使いなど全
ページにわたって配色が工夫され
学習意欲が高められるよう配慮さ
れている。用語・記号は統一され
て記述の仕方も適切である。

外国
語

2 東書 コⅡ 328
PROMINENCE English
CommunicationⅡ

「共に生きる」「異文化理解」
「日本人と日本文化」「科学技
術」「現代社会」などの各ジャン
ルから題材がバランスよく選択さ
れていて、佳代海関心を持って学
習が進められるように配慮されて
いる。

本文は４つのパート分けがされて
いて、学習効果が上がるように工
夫されている。教材バランス、全
体的分量も適切である。

基本的にほぼすべての記述は英語
によりなされているが、文法の説
明や生徒が読むことを前提として
いるコラム類は日本語のよる記述
であり、生徒の自学自習への配慮
がある。写真やイラストも適切に
入っている。
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○
外国
語

15 三省堂 コⅡ 331
CROWN English
Communication Ⅱ New
Edition

2

言語と民族、比較文化、平和、地
球環境、国際協力、科学技術、社
会貢献、歴史、人間としての生き
方等、高校生に考えてほしいテー
マを取り上げている。PISA型問題
や４技能統合型活動で生徒の理解
を促すように配慮されている。

本文はセクションごとに見開きで
構成。本文を中心に、４技能のバ
ランスのとれた活動ができるよう
に構成されている。ほとんどの指
示文を英語に統一し、文中のフ
レーズについて英語での言い換え
や例文を提示している。

写真や図版、イラストは、教科書
の内容理解の補助や補足情報を提
供するものを厳選されている。イ
ンタラクションやリテリング活動
など、授業を活性化する素材とし
て利用できる。

外国
語

15 三省堂 コⅡ 306
CROWN English
Communication Ⅱ

扱われている題材が多岐にわた
り、世界の中の日本、世界の中の
自分を知ることで、異なる文化を
尊重することができる。基本構文
の確認から高度で総合的な言語活
動までをバランスよく配置してい
る。

冒頭で教科書で扱われる主な登場
人物を紹介し、後のレッスンで詳
しくわかる構成である。全体を
パートごとに分け、英文の長さや
難易度が易から難へとなってい
る。日本語を媒介とせず読むため
の様々な工夫がされている。

写真やイラスト、図などが適所に
配置されている。言語材料は易か
ら難へ、既習事項はスパイラル学
習になっている。

外国
語

183 第一 コⅡ 322
Perspective English
Communication Ⅱ

学ぶ・知ることの重要性や今日的
な問題について考えさせる教材が
収録されているだけでなく、科学
的なものなど、教材の選定に偏り
がなくバランスが取れている。

教材の難易度、取り扱いの言語材
料の配列が段階的、体系的であ
り、学習に適している。課数、
ページ数が年間単位数での履修に
適している。

文字の大きさ、書体が適当であ
り、学習しやすい。本文内容に関
連した写真・図版が適切に配置さ
れ、視覚的な学習を助ける配慮が
見られる。

外国
語

2 東書 コⅢ 301
All Aboard! Communication
English Ⅲ

様々なジャンルの中から、生徒が
身近に感じ、興味を持つような内
容のものが多く扱われている。単
語や構文も標準的である。

文法事項の説明が非常にていねい
である。内容理解のまとめ方が工
夫されている。

文字が大きくて読みやすい。写真
や絵も内容理解に役立つものであ
る。

○
外国
語

2 東書 コⅢ 303
PROMINENCE Communication
English Ⅲ

3

入試傾向を踏まえ、生徒の実態や
ニーズに合う多様なテーマと平均
的な量から超長文まで英文が収録
されている。速読や精読の材料が
用意されているだけではなく、リ
スニングやコミュニカティブな題
材もありバランスがよい。

導入、理解、演習、整理、発展の
順に編集されていて授業を進めや
すい配慮がされている構成であ
る。

フルカラーでメリハリのある紙面
である。ほぼ英語による記述であ
るが、必要に応じて日本語による
ものもあり配慮がされている。

外国
語

9 開隆堂 コⅢ 304
Discovery English
Communication　Ⅲ

身近で、興味深く、知的好奇心を
喚起する題材が採り上げられてい
る。Ⅱで扱った定着が弱い傾向の
ある文法事項を扱い、生徒が繰り
返し学習できるよう配慮されてい
る。

各セクションの英文の語数は段階
的に増加しており、高校での最終
学年にふさわしい語彙、表現と構
文が用いられている。

イラストや写真がすべてカラーに
なっている。綴り字と発音の関連
に注意を促す記号、内容理解を深
める問題等、コミュニケーション
活動を活発にする工夫がなされて
いる。

外国
語

15 三省堂 コⅢ 306
MY WAY English
Communication Ⅲ

生徒の知的好奇心を刺激する、現
代社会を捉えた題材が精選されて
いる。コミュニケーション英語
Ⅰ・Ⅱで学習した文型・文法事項
を繰り返し扱い、反復学習できる
よう配列されている。

３つのUnitから成り、Unit１では
読解のスキルが確認でき、Unit２
以降ではそれらを意識しながら読
み進めていくことができる。

写真や図版が効果的に用いられて
いる。新出語の発音記号は米音表
記のみ。

外国
語

17 教出 コⅢ 307
New ONE WORLD
Communication Ⅲ

生徒の興味・関心に合わせた題材
が扱われている。長文読解の力が
身に付けられるよう構成されてい
る。

長文が短すぎず長すぎないのでよ
い。内容理解に関する問題も簡潔
にまとめられている。

写真やイラスト、図表等の配置も
適切で、英文も読みやすい。

○
外国
語

2 東書 英Ⅰ 322
NEW FAVORITE English
Expression Ⅰ

2

学習意欲を高める工夫が随所にみ
られる。文法項目も図解やキャラ
クターを用いることで親しみを
持って取り組める。表現の幅を広
げられるようスパイラルに展開さ
れている。

見開き構成になっている。　　各
レッスンがスパイラルに組み立て
られ表現の幅を広げられるように
工夫されている。

活字・写真・イラストは、鮮明で
効果的に配列されている。

外国
語

9 開隆堂 英Ⅰ 319
EXPRESSWAYS English
Expression Ⅰ

生徒の興味・関心に即した題材が
場面中心に精選されている。自分
が伝えたいことを的確かつ簡潔に
表現するために必要な文構造や慣
用表現が効果的に配置されてい
る。

３つのパートに分けられ、段階的
に身近なことから自分の意見まで
表現できるように工夫されてい
る。

各課の本文内容が４コマのイラス
トで視覚から入れるよう工夫され
ている。目にやさしく、読みやす
い活字が採用されている。

外国
語

15 三省堂 英Ⅰ 323
CROWN English Expression
Ⅰ New Edition

生徒の興味・関心に即した題材が
場面中心に精選されている。文法
事項の学習が中心のLessonと、得
た情報を簡潔にまとめて発表する
Speaking、の２種類の課を設定し
ている。

Lesson 16課とSpeaking８課が交
互に組み合わされている。

写真・イラスト・図表は大きさ、
配置ともに適切である。

外国
語

183 第一 英Ⅰ 337
Vivid English　Expression
ⅠNEW EDITION

生徒の身近な暮らしや社会での暮
らしに関わる題材が多く選ばれて
いる。豊かな表現力が育成できる
内容になっている。

Dialogue→Grammar→Practice→
Listen＆Activitiesの4部構成に
なっていて、4技能が有機的に統
合されている。

写真、図版やイラストの配置は適
切である。巻頭にClassroom
English、巻末にトピック関連語
句等が掲載されている。

外国
語

212 桐原 英Ⅰ 342
Empower English
Expression Ⅰ Mastery
Course

まとまった文脈の中で文法を練習
するように構成されており、表現
できる文法力を身に着けられるよ
うになっている。身近な題材で生
徒にとっても親しみやすい内容に
なっている。

トピックと文法の導入から文法の
練習、表現活動への３ステップ構
成になっており、文法の理解を無
理なく表現活動へと導いてくれ
る。装丁も丈夫で、見やすくなっ
ている。

文字の大きさや書体が適切であ
り、学習しやすい。写真、イラス
トの配置が見やすく、内容に関連
しているので、文法や内容の理解
を助ける使い方をしている。

家庭 2 東書 家基 311
家庭基礎　自立・共生・創
造

学習の課題が明確で、ホームプロ
ジェクトや私と仕事など、家庭で
の実践や将来に向けて考えること
ができる。

小・中学校の学習とのつながりが
わかりやすく学習しやすい。写真
や絵・図などがわかりやすく配置
されている。

文字の大きさが適切で、資料の色
使いがよく、見やすい。
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家庭 6 教図 家基 313
高等学校 家庭基礎　グロー
バル＆サスティナビリティ

チャレンジやコラム、クロスワー
ドなどで生徒の興味関心を引き、
資料が豊富で学習しやすい。ま
た、登場人物の会話でより理解し
やすい。

各領域とも、学習しやすい構成で
ある。調理のレシピが多く興味を
持たせやすい。

文字が見易く、緑色系が多く、目
にも優しい。写真や図などが豊富
でわかりやすい。

家庭 9 開隆堂 家基 317
家庭基礎　明日の生活を築
く

保育・調理実習に写真が多くわか
りやすい。参考資料などでより理
解を深めることができる。

わかりやすく学習しやすい構成で
ある。

写真や資料が多く、見やすい配置
となっているが、ポイントの緑糸
の字はやや見にくい。

○ 家庭 183 第一 家基 320
高等学校　新版　家庭基礎
ともに生きる・持続可能な
未来をつくる

1
2

資料が豊富で、写真・絵・図など
で興味関心を持たせ、作業や体験
しやすい内容となっている。

資料が豊富で各領域ともバランス
がよい。浴衣の着付けや魚のさば
き方など、実践に生かしやすい。

説明が丁寧で理解しやすい表記で
ある。また、見やすい色使いであ
る。

情報 7 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版

例題を中心に学習事項が展開され
ている。生徒に身近な題材を中心
に学習要素が展開されている。ま
た、表計算ソフトウェアを丁寧に
説明している。

全5章からなり、豊富な教材がそ
ろっている。

図解や写真・表を多用している。

情報 9 開隆堂 社情 313 社会と情報

学習内容を9つのユニットに分
け、明確なまとまりごとに学べる
ようになっている。各ユニット末
には、学習内容を実践的・体験的
に身につけられるように実習や課
題を設けている。

9つのユニットからなり、豊富な
教材がそろっている。

図解や写真・表を多用しており、
事例を2コマのイラストで解説し
ている。

情報 104 数研 社情 314
改訂版　高等学校　社会と
情報

情報モラルの指導に配慮してい
る。プレゼンテーションの流れや
注意点を詳しく説明している。電
子メールの注意点がまとまってお
り、新しいコミュニケーション
ツールにも対応している。

用語集、法律の条文、グラフなど
の豊富な資料が用意されている。

図や表、具体的な写真などを豊富
に入れることで、難しい原理や概
念をわかりやすく説明している。

○ 情報 104 数研 社情 315 社会と情報　Next 2

情報モラルの指導に配慮してい
る。取り組みやすい実習が豊富に
掲載されており、実習を通じて意
識を高めるよう配慮されている。

全4章からなり豊富な45の項目と
17からなる実習を取り上げてい
る。

視覚的に理解できるよう、図やイ
ラストを中心とした親しみやすい
紙面となっている。

○ 工業 7 実教 工業 302 機械製図 1

基本的事項、製図例が豊富で、
様々な学習に対応できるように配
慮がなされている。

機械製図の基礎を系統的に配列
し、理解しやすい構成となってい
る。

明確な文章・図版の説明があり適
切な表記である。

○ 工業 7 実教 工業 303 電気製図 3

電気における製図の目標設定が適
切であり、内容が理解しやすい。

内容が系統的に構成されている。 文章表現や用語、基本的内容の記
号・単位が適切である。

○ 工業 7 実教 工業 305 建築設計製図 2

製図の基礎から学べ、建築構造物
の製図例が豊富で、多様な学習に
対応できるよう配慮されている。

建築設計製図の基礎を系統的に配
列し、理解しやすい構成となって
いる。

建築物における文章表現や用語が
簡潔に書かれ、基本的内容の記
号・単位が理解しやすいように
なっている。

○ 工業 7 実教 工業 306 土木製図 2

製図の基礎から学べ、土木構造物
の製図例が豊富で、多様な学習に
対応できるよう配慮されている。

土木製図の基礎を系統的に配列
し、理解しやすい構成となってい
る。

構造物における文章表現や用語が
簡潔に書かれ、基本的内容の記
号・単位が理解しやすいように
なっている。

工業 7 実教 工業 307 製図

基礎的・基本的および発展的な内
容で、文章表現、用語などの使用
が適切である。製図例なども豊富
に記載されている。

内容が系統的、発展的に構成され
ている。

文字、図版が、適切に配慮されて
いる。

○ 工業 7 実教 工業 308 工業数理基礎 1

広い範囲にわたり、分野ごとに整
理され、全体的に理解しやすいよ
うに配慮されている。問題の解き
方も丁寧に説明されている。

図や例題、章末には問題を多く取
り入れ、理解の定着に努めてい
る。

理解しやすい言葉で簡潔に書かれ
ている。

工業 7 実教 工業 385 情報技術基礎　新訂版

情報技術の基礎について、具体的
な事例が多く用いられており、理
解しやすく構成されている。

「情報モラル」の記述も充実して
いる。

カラーがふんだんに使われてい
る。
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○ 工業 7 実教 工業 385 情報技術基礎　新訂版 1

情報技術の基礎について、具体的
な事例が多く用いられており、理
解しやすく構成されている。プロ
グラミング言語はBASICとＣが用
いられている。

無理のない構成で、具体的な解説
で学びやすく、多くの練習問題を
取り入れている。

４色刷りにして、見やすく、わか
りやすい言葉で書かれている。

工業 7 実教 工業 386 精選情報技術基礎　新訂版

BASICやＣ言語を掲載しており、
例題を通して学習が進められるよ
う配慮されている。また、情報モ
ラル等に関する記載もされてい
る。

学習がスムーズに進むように系統
性に配慮がなされており、理解し
やすい構成になっている。

多くの図を掲載していて理解を助
けるように工夫されている。カ
ラー刷りにして、見やすく、わか
りやすい言葉で書かれている。

工業 154 オーム 工業 311 情報技術基礎

情報技術の基礎について、具体的
な事例が多く用いられており、理
解しやすく構成されている。

パソコンの操作や利用方法が身に
つくように解説している。

視覚的に理解できるように工夫し
てある。

工業 154 オーム 工業 311 情報技術基礎

情報技術の基礎について、具体的
な事例が多く用いられており、理
解しやすく構成されている。プロ
グラミング言語はＣが用いられて
いる。

パソコンの操作や利用方法が身に
つくように解説している。図など
を多く取り入れ、章末に問題を加
えることで、理解の定着に努めて
いる。

写真や図を多く取り入れ、視覚的
に理解できるように工夫してあ
る。やさしい言葉で簡潔に書かれ
ている。

工業 174 コロナ 工業 387 新 情報技術基礎

工業の各分野における情報に関す
る内容が精選されており、生徒の
発達段階に応じて学習ができる内
容となっている。

興味を持って学習でき、系統性に
配慮がなされており、生徒が勉強
しやすい構成になっている。

写真や図が多く関心や意欲が持ち
やすいようになっている。またわ
かりやすい言葉で書かれている。

○ 工業 7 実教 工業 313 生産システム技術 2

電気・電子、メカトロニクス、機
械技術、生産管理の基礎が学べ、
図や写真が多く配置されており、
理解しやすい工夫がなされてい
る。

生産システム全体の流れが適切に
構成されている。

図中にも説明が表記されており、
視覚的にも理解しやすくなってい
る。

工業 7 実教 工業 315 機械工作１

新しい工作技術・機械を取り上げ
加工技術の仕組みを生徒が理解で
きるようていねいに記述してあ
る。

各章の内容が系統的に構成してあ
り、図版の分量も適当である。

図や写真が比較的大きく、見やす
く工夫され、解説も適当である。

工業 7 実教 工業 316 機械工作２

材料の性質など、内容が精選され
ており、機械工作の基本的な知識
や技術について具体例を取り入
れ、理解しやすい記述になってい
る。

系統的に構成されており、図版も
多く分量も適当である。

図や写真が豊富で、文章とのバラ
ンスがよい。

○ 工業 7 実教 工業 317 新機械工作 2

材料の性質など、内容が精選され
ており、機械工作の基本的な知識
や技術について具体例を取り入
れ、理解しやすい記述になってい
る。

基礎的な部分から応用分野まで系
統立てわかりやすく編集してあ
る。

文字の大きさ、字間・行間・書体
などが適切である。図や写真が大
きく、見やすい。

工業 7 実教 工業 318 新機械設計

仕様･総合･解析･評価･設計解の順
で構成され、「設計とは何か」
「よい機械とは何か」を考えさせ
必要な基礎が学べるように工夫し
てある。

図版も多く設計例が多く、分量も
よい。

設計の手順と図や例を多く取り入
れ、わかりやすく工夫されてい
る。

○ 工業 7 実教 工業 319 機械設計１ 2

説明は具体的な設計例が教材に
なっているので、基本的な設計技
術について学べる。

系統的な構成にしてあり、図版も
多く分量も適当である。

設計の手順と図や例を多く取り入
れ、わかりやすく工夫されてい
る。

工業 7 実教 工業 320 機械設計２

仕様･総合･解析･評価･設計解の順
で構成され、「設計とは何か」
「よい機械とは何か」を考えさせ
必要な基礎が学べるように工夫さ
れている。

例題が多く構成が工夫されてい
て、分量も丁度よい。

設計の手順と図や例を多く取り入
れ、わかりやすく工夫されてい
る。

○ 工業 7 実教 工業 345 原動機 2

流体力学、熱力学の基礎をふま
え、原動機の構造や、機能がわか
りやすく適切に配列されている。
自動車の歴史など生徒に興味をも
たせるよう工夫している。

学習内容に応じて項目が細分化さ
れ、効率よく系列的で理解しやす
い構成である。

図や写真が多く取り入れられ、理
解しやすいよう工夫されている。

工業 7 実教 工業 322 自動車工学１

力学の基礎、自動車の構造、各種
機構に関する基礎的な知識から、
高度な知識まで幅広くを学ぶこと
ができる内容である。

基礎から丁寧に学ぶことのできる
構成である。力学に関する範囲
は、機械設計と内容が重複する。

計算式の解説や図が多く掲載され
ており、予備知識がなくとも理解
しやすい構成となっている。

-36-



様式１－２

番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎総合科学高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

工業 7 実教 工業 323 自動車工学２

自動車工学１の続きとなる内容
で、動力の伝達、かじ取り装置、
ブレーキ等、より専門的な学習が
できる内容である。

自動車の各機構ごとに章立てされ
ている。きめ細やかに解説がなさ
れており、充分な学習量である。

図が多く、複雑な機構もわかりや
すく表現されている。

○ 工業 7 実教 工業 390 精選電気基礎　新訂版 2

直流回路や電流と磁気、静電気、
交流回路、電気計測など広範囲に
わたり基礎・基本を確実に学ぶこ
とができるよう配慮されている。

基礎・基本が学べ、学習の定着が
図れるよう図や写真を用いて構成
されており、わかりやすい。

カラーページが多く、図やイラス
トを用いて図解的に解説してお
り、わかりやすい表現で書かれて
いる。

工業 154 オーム 工業 327 電気基礎１

基礎・基本を重視し、自ら解く力
を育成するために、丁寧に記述さ
れている。

実験などを通して理解しやすい説
明が多い。

色分けなどを使いわかりやすい。

工業 154 オーム 工業 328 電気基礎２

電気の基礎的内容が配置され、例
題や問題も適度に示されている。

Ｂ５サイズの教科書で大きく見や
すい。

図や重要公式が別色になっている
ため、ポイントをとらえやすい。

工業 174 コロナ 工業 329 わかりやすい電気基礎

直流回路や電流と磁気、静電気、
交流回路、電気計測など広範囲に
わたり基礎・基本を学ぶことがで
きる。

基礎・基本が学べ、学習の定着が
図れるように構成されている。

カラーページが多く、図やイラス
トを用いて図解的に解説してお
り、わかりやすい表現で書かれて
いる。

工業 174 コロナ 工業 329 わかりやすい電気基礎

基礎的事項を理解できるように
し、学習のポイントを確かめられ
る工夫がされている。

演習を重視し、問題が豊富であ
る。

図解によりわかりやすく説明して
いる。

○ 工業 174 コロナ 工業 330 電気基礎（上） 1

難解な説明を避け、学習しやすい
系統になっており、学習効果を高
められるように要点がまとめられ
ている。

演習を重視し、例題を丁寧に説明
し、問いにより習得できるように
なっている。

学習のポイントをまとめて理解度
を確かめられるようになってい
る。

○ 工業 174 コロナ 工業 331 電気基礎（下） 2

理論にともない例題や問題が多く
示され、単元ごとのポイントも適
切に配置されている。

従前の教科書に比べサイズも大き
くなったことで見やすくなり、学
習しやすい系統になっている。

明確でわかりやすい図や写真が多
く、内容がとらえやすい。

○ 工業 7 実教 工業 391 電気機器　新訂版 2

電気基礎との関連を持たせた導入
により、目的意識を持って取り組
めるようになっている。

例題・問題等は丁寧に記載されて
いる。

重要なポイントが見やすく工夫さ
れている。

工業 154 オーム 工業 349 電気機器

原理や特性についてわかりやすい
表現が使われている。

自主的・自発的な学習ができる流
れで学習の定着ができる。

図がカラーで取り扱われているの
で見やすい。

○ 工業 7 実教 工業 392 電力技術１　新訂版 3

　具体的な事例を多く用いてお
り、理解しやすく構成されていて
使用しやすい。

内容が展開的に構成されていて適
切である。

写真や図、表など適切に配置され
ている。

○ 工業 7 実教 工業 393 電力技術２　新訂版 3

精選された内容や具体的な事例を
多く用いており、理解しやすく構
成されていて使用しやすい。

内容が展開的に構成されていて適
切である。

写真や図、表など適切に配置され
ている。

工業 154 オーム 工業 352 電力技術１

電力技術に関する基礎的事項が図
や表を多く取り入れわかりやすく
解説されている。

図板が大きく視覚的にわかりやす
い。

図や表など適切に配置されてい
る。

工業 154 オーム 工業 353 電力技術２

電力技術に関する基礎的事項が図
や表を多く取り入れわかりやすく
解説されている。

図板が大きく視覚的にわかりやす
い。

図や表など適切に配置されてい
る。
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平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧
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候補
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発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

工業 7 実教 工業 395 電子回路　新訂版

基本的な回路について丁寧に記述
され、適所に例題や問が設けられ
ている。

各種の回路についてまんべんなく
学習できる構成となっている。

図や写真などが適所に配置されて
いる。

○ 工業 174 コロナ 工業 357 電子回路 2

　原理や動作が理解しやすい回路
が取り上げられ、内容が必要かつ
十分に記述されている。

内容が系統的に構成されている。 図や写真が適切に配置され、要点
が理解しやすい。

○ 工業 7 実教 工業 358 電子計測制御 3

計測と制御の関係が体系としてと
らえやすい。計測技術の基本につ
いて丁寧に述べてある。

単位数により取捨選択しやすい。 概要の説明が図や写真とともに示
され、工夫してある。

○ 工業 7 実教 工業 374 通信技術 3

通信技術の内容が、具体的事例を
用いて平易に解説されている。

分量、体裁もよく、内容の配分が
よい。

文字や図の割付がよく、文章表現
が適切である。

○ 工業 7 実教 工業 333 プログラミング技術 1

Ｃ言語を用いており、基礎から応
用まで学ぶことができる。また、
例題や章末問題によって学習効果
が得られるよう図られている。

フローチャートや図、例題が多
く、学習の定着を図れる構成と
なっている。

２色刷りを効果的に用いており、
見やすくデザインされており、わ
かりやすい表現で書かれている。

○ 工業 7 実教 工業 360 ハードウェア技術 1

コンピュータに関する知識とし
て、論理回路や制御技術などハー
ドウェアに関する内容を学習する
ことができる。また、基本情報技
術者試験への配慮もされている。

写真や図を多く取り入れられてお
り、章末に問題もあり、理解の定
着に努めている。

２色刷りを効果的に用いており、
図やイラストを用いて、見やす
く、わかりやすい表現で書かれて
いる。

○ 工業 7 実教 工業 361 ソフトウェア技術 1

コンピュータに関する知識とし
て、オペレーティングシステムや
情報セキュリティなど基本情報技
術者試験への配慮もされている。

写真や図を多く取り入れられてお
り、章末に問題もあり、理解の定
着に努めている。

２色刷りを効果的に用いており、
図やイラストを用いて、見やす
く、わかりやすい表現で書かれて
いる。

○ 工業 7 実教 工業 334 建築構造 2

建築物の構造形式及び建築材料が
詳細な図や写真で理解しやすく書
かれている。

具体的な解説で学びやすくしてあ
る。分量配分が適当である。

初めて学ぶにあたり、建築用語や
表現がわかりやすい。

○ 工業 7 実教 工業 362 建築計画 2

建築計画の基本的な考え方から、
住宅から事務所建築まで、わかり
やすく解説されている。

内容が系統的に構成されている。 建築計画の用語・記号・単位など
適切に使用されている。

○ 工業 7 実教 工業 363 建築構造設計 2

力学的にみた構造物や建築物の骨
組みに関する基礎的な部分が理解
しやすい。

各章で例題の解説が適当である。 図を用いて公式等がわかりやすい
表記になっている。

○ 工業 7 実教 工業 376 建築施工 3

建築工事の内容が体系的に整理さ
れており、各工程ごとにわかりや
すく解説されている。

建築施工全体の流れが適切に構成
されている。

建築の専門的な用語や工法が理解
できるような記述である。

○ 工業 7 実教 工業 377 建築法規 3

建築法規の内容が体系的に整理さ
れており、各章ごとにわかりやす
く解説されている。

内容が系統的に構成されている。 図版が多く、説明もわかりやす
い。

○ 工業 7 実教 工業 335 測量 1

測量に関する説明において、図や
写真を多く用いており、理解しや
すく解説されている。実習におい
ても使用できる。

構成、分量、配分が適正で使いや
すい。

計算においても丁寧な文章表現で
ある。

○ 工業 7 実教 工業 364 土木基礎力学１ 2

全体的に理解しやすいように配慮
されている。特に重要となる内容
は、具体的に説明を加えている。
水理･土質力学の学習についても
わかりやすく解説してある。

各章の分量配分や例題が適当であ
る。

例題における図を使った表記や力
学的な単位の取り扱い方がよい。
図や写真等を使い専門用語や公式
を理解できるような表現で書かれ
ている。
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○ 工業 7 実教 工業 365 土木基礎力学２ 3

全体的に理解しやすいように配慮
されている。特に重要となる内容
は、具体的に説明を加えている。
水理･土質力学の学習についても
わかりやすく解説してある。

各章の分量配分や例題が適当であ
る。

例題における図を使った表記や力
学的な単位の取り扱い方がよい。
図や写真等を使い専門用語や公式
を理解できるような表現で書かれ
ている。

○ 工業 7 実教 工業 366 土木施工 3

土木工事の内容が体系的に整理さ
れており、各工程ごとにわかりや
すく解説されている。

土木施工全体の流れが適切に構成
されている。

土木の専門的な用語や工法が理解
できるような記述である。

○ 工業 7 実教 工業 379 社会基盤工学 3

社会基盤の内容が体系的に整理さ
れており、各章ごとにわかりやす
く解説されている。

社会基盤工学全体の流れが適切に
構成してある。

図版が多く用いられているので、
専門的な内容もわかりやすい。

○ 工業 201 海文堂 工業 344 デザイン技術 1

デザインの基本的な考え方をき
ちっと押さえてあり、色彩や企画
の分野、グラフィックデザイン、
工業デザインなど様々な分野を丁
寧に幅広く解説しているのでよ
い。

デザインに関する各分野の解説が
大変わかりやすくてよい。

図版や資料が多いので専門的な内
容がよりわかりやすくてよい。

○ 工業 179 電機大 工業 384 デザイン史 3

先史時代から現代までの造形文化
の流れを、西洋と日本との関わり
の中でわかりやすく解説してい
る。

日本と西洋のデザイン、造形文化
の流れを系統的にまとめている。
装丁も堅牢でよい。

図版や資料の分量が適切であり、
解説もわかりやすい。
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○ 国語 2 東書 国総 333 精選国語総合 1

現代文では、評論・小説を中心
に随想・詩歌の学習までバラン
スよく組み込まれている。古典
編では主要なジャンルが網羅さ
れていてそれぞれ重点的に学習
できるよう配慮されている。

現代文編・古文編・漢文編・言
語活動編で構成されており、指
導の実態に合わせられるように
なっている。分量も適切であ
る。

コラム、参考教材等で、それぞ
れの学習が深められるように
なっている。資料性の高い写真
や図版が豊富である。

国語 15 三省堂 国総 338 精選国語総合　改訂版 　

現代文では、定評のある教材と
現在注目されている著者の作品
がバランスよく配列されてい
る。古典編では、主要なジャン
ルが網羅され配置してある。

幅広くコラムを配置し、教材と
関連付けて学習できるよう配列
されている。分量も適切であ
る。

図版等が適切に配置され、学習
が深められるように配置されて
いる。

国語 50 大修館 国総 347 新編国語総合　改訂版 　

現代文では定番の作品の他に新
鮮なテーマのものが配置されて
いる。古文・漢文編では、教養
として必要な作品が精選され、
配置されている。

現代文編・古文編・漢文編から
構成されており、難易度順に配
列され、学習目標が設定しやす
い。分量も適切である。

写真や図版、地図などが見やす
く配列されており、学習の助け
となっている。巻末の資料も豊
富である。

国語 2 東書 現Ｂ 322 精選現代文Ｂ 　

現代文では定番の作品の他に新
鮮なテーマのものが配置されて
いる。古文・漢文編では、教養
として必要な作品が精選され、
配置されている。

現代文編・古文編・漢文編から
構成されており、難易度順に配
列され、学習目標が設定しやす
い。分量も適切である。

写真や図版、地図などが見やす
く配列されており、学習の助け
となっている。巻末の資料も豊
富である。

国語 15 三省堂 現Ｂ 324 精選現代文Ｂ　改訂版 　

定番の教材を中心に、主体的に
考えられるものが配列されてい
る。記述式のある小教材など、
読み取ることや表現することな
どに力を入れている。

近代以降の文章がバランスよく
取り上げられている。分量も適
切である。

小教材やコラムにおいて、適切
に表現する力、伝え合う力を高
められるよう工夫されている。

○ 国語 117 明治 現Ｂ 335 新　精選現代文B 2

定番の作品を中心に、特に評論
文では段階的に抽象度を高める
など、工夫がされている。

小説、評論、詩歌などのジャン
ルがバランスよく配列されてい
る。分量も適切である。

資料性のあるもの、考えを深め
るもの、表現に関するものと付
録が充実している。

国語 15 三省堂 古Ａ 306 古典Ａ 　

古文では説話の代表的な作品
で、短く簡潔なものを配置して
ある。漢文では、思想・漢詩・
史伝を配列し、現代のつながり
を考えられる作品を配置してあ
る。

古典の魅力や現代とのつながり
について解説したコラムを随所
に配置し、理解しやすく、発展
的に考えられる構成となってい
る。

巻頭・巻末等に参考になる地図
や系図等の資料を配置し、学習
の補助となるように考えられて
いる。

○ 国語 183 第一 古Ａ 314
高等学校　改訂版　標準古
典A　物語選

3

古文では、中古・中世の物語を
中心としつつも、幅広く、なお
かつ短めな作品を配置してい
る。漢文では、故事・漢詩・史
伝の中からなじみのある作品を
配置している。

多くの配置してある作品の中か
ら、指導者が流れを考えて作品
を選べるようになっている。タ
イトルの上に年表が配置され、
おおよその成立時期がわかるよ
うに構成されている。

巻頭に参考地図、巻末には参考
図録、折込に系図等を配し、学
習の助けとなるように配置され
ている。

○ 国語 50 大修館 古Ｂ 339 古典Ｂ　改訂版 古文編 2

古典を読む上で、詠む能力を養
うとともに、ものの見方、感じ
方、考え方を広くできるよう
に、各ジャンルの内容、難易度
等がバランスよく配列されてい
る。

古文編・漢文編の分冊となって
おり、Ⅰ部・Ⅱ部から構成され
ていて、２年間継続して学べ
る、適切な分量となっている。

学習内容の理解を深めるための
助けとして、図版・写真が配置
されている。必要に応じて色文
字を使うなど工夫されている。

○ 国語 50 大修館 古Ｂ 340 古典Ｂ　改訂版 漢文編 2

高校生として学んでおくべき漢
文の作品が、幅広く配列されて
おり、柔軟な指導ができるよう
に、ジャンルの内容、難易度が
バランスよく配列されている。

古文編・漢文編の分冊となって
おり、Ⅰ部・Ⅱ部から構成され
ていて、２年間継続して学べ
る、適切な分量となっている。

資料や図版がテーマごとにまと
められており、視覚的、多角的
にイメージを膨らませながら学
習することができる。

国語 104 数研 古Ｂ 343 改訂版　古典Ｂ　古文編 　

人物や話題が関連する題材を取
り上げ、つながりを意識した配
列となっており、重層的に理解
をすることが可能になってい
る。

古文編・漢文編と分冊になって
おり、第一章・第二章の構成で
２年間の学びに耐えうるものと
なっている。分量も適切であ
る。

文学史も含め時代背景を理解し
やすい注釈や年表、地図などが
効果的に配置されている。参考
図書なども紹介されている。

国語 104 数研 古Ｂ 344 改訂版　古典Ｂ　漢文編 　

宋代以降の随筆的文章を増やす
など、入試に対応した題材を多
く収録している。漢文の世界の
つながりを重層的に理解させる
ための題材配列になっている。

古文編・漢文編と分冊になって
おり、第一章・第二章の構成で
２年間の学びに耐えうるものと
なっている。分量も適切であ
る。

時代背景、文学史などの理解を
深めるための、地図や年表、系
図等の参考資料が豊富である。

国語 117 明治 古Ｂ 345 新　精選古典B　古文編 　

説話・歴史物語から近世小説ま
で多彩な古典作品を選定し、基
礎から応用へと段階を追って学
習できる編成になっている。

古文編・漢文編と分冊になって
おり、それぞれが前編・後編の
構成で２年間の学びに耐えうる
ものとなっている。分量も適切
である。

脚注や脚問、語句の解説など適
切に配置され、学習の助けとな
るものが多い。

国語 117 明治 古Ｂ 346 新　精選古典B　漢文編 　

漢文編においては、故事から日
本漢詩文までジャンルは多岐に
渡り、基礎から応用へと段階を
追って学習できるような編成に
なっている。

古文編・漢文編と分冊になって
おり、それぞれが前編・後編の
構成であり、分量も適切であ
る。

脚注や脚問、語句の解説など適
切に配置されている。年表や句
形の基本の付録など、学習の助
けとなるものが多い。

○
地理
歴史

7 実教 世Ａ 311 世界史Ａ　新訂版 2

項目の分け方がはっきりしてい
て歴史的事実や事象がわかりや
すく、また変化もつかみ易く配
置され見やすい工夫がなされて
いる。古代から現代までの重要
項目が入試に対応する形で網羅
されていて、使いやすい。

図版や写真・資料が必要な部分
に配置されていて、本文の理解
を助ける働きをしている。「コ
ラム」「世界史の小窓」で、興
味を深める手だてとなってい
る。見開きの冒頭部分に関連地
形図や関連資料が適切に配置さ
れている。

表記や表現が平易でわかりやす
く、学習がイメージ化しやす
い。「ステップアップ」がいく
つか設定されていて発展的な学
習のヒントになる。略地図が多
めに置かれていて、簡潔なコメ
ントが付されている。随所で工
夫が見られる。

表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立橘高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁
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地理
歴史

46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 　

資料や図版・写真・資料がとて
も豊富である。その上、大きく
見やすい。日本の略年表と世界
地図が掲載されていて、時代感
覚や地理上の位置を正しく、す
ぐに掴むことができ、出来事の
概要を比較的簡単に掴むことが
可能である。

分量は適当で学習者の加重な負
担にはならない。史料や資料が
見やすく配置されている。特
に、地図資料は豊富でどこでの
出来事なのかを視覚的に掴め
る。「ものを通してみる世界
史」のように新しい切り口があ
る。

文字のサイズや書体が適切であ
る。表記は平易で簡潔であり、
とてもわかりやすい。地図資料
が豊富で、コメントも充実して
いて、本文を読んで理解すると
いうより、地図を見てわかると
いう部分もありそうである。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 318 要説世界史　改訂版 　

基礎的な学習事項が網羅されて
いる。「person」では、人物の
プロフィールが書かれ学習者が
興味を持って取り組める工夫が
されている。「コラム」では、
発展的な内容でいっそう知識を
深めることが可能となる。

図版と写真が多く文字が少なめ
である。巻末の基本用語の解説
は、読解上の補足的な役割を
担っている。学習項目の分量は
適当で立ち止まることなく学習
が進められる。読み解き図版や
史料・写真を手がかりに学習が
進められる。

年表はすっきりまとめられてい
て抵抗感なく読み取ることがで
きる。解説やコメントは平易な
表現でまとめられていて読みや
すい。側注は少なめであるが、
本文がまとめられているので理
解不足に陥ることは少なそうで
ある。

地理
歴史

2 東書 世Ｂ 308 世界史Ｂ 　

歴史を連続して概観できる工夫
がなされている。地形図は小さ
めであるが、多めに配置されて
いて地理的な分野と合わせて理
解することが可能である。近代
からは側注が増え、関心のある
学習者にとっては理解の幅が広
がる。

各章の始まりに、代表的な出来
事や現象を示す資料が載ってい
るため歴史の概要が掴みやす
い。学習の分量は適切で、すっ
きりとして配列のため取り組み
やすい。写真や図版・史料の配
置が適切で、見やすく構成され
ている。

学習項目の解説には難解な記述
は少ない。文の組み立ては、平
易で簡潔なため理解しやすく興
味関心が持てそうである。史料
や資料に付けられたコメントは
短めで、親しみやすく読みやす
いものとなっている。

地理
歴史

7 実教 世Ｂ 309 世界史Ｂ　新訂版 　

入試の出題傾向にも対応してい
る。各種コラムが用意されてい
て、理解を深めることが可能で
ある。日本史に関わる記事も多
く、時代背景を日本史と結びつ
けて考えることができ、理解を
補完している。

シンプルな構成となっていて、
授業計画がたてやすく、授業展
開がしやすいように工夫されて
いる。戦後史は、国際関係を概
観してからの展開となってい
て、歴史の流れを比較的簡単に
掴むことができる。

本文の記述は平易でわかりやす
く読みやすいものとなっていて
学習者の抵抗感が軽減されてい
る。学習内容の理解を助ける図
版や写真・史料のコメントや解
説は簡潔な内容となっていて比
較的理解しやすい。

○
地理
歴史

81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版 2

これ一冊で受験が乗り切れるほ
どの内容である。基本的な学習
事項が充実していて詳細でわか
りやすいものとなっている。入
試に対応した項目もかなり網羅
されていて発展的な学習も興味
深く進めることができる。

各部の最後には、「まとめ」
「主題学習」がおかれ、より広
い視野を興味を持って養うこと
ができる。略地図は小さいが多
めに掲載されていて、出来事の
背景や地理上の位置が一目でわ
かり、理解を補完している。

難しい表記は少なく、平易なも
のが多い。記述は簡潔で比較的
抵抗感なく読み取ることができ
る。発展的な学習内容では本文
の記述はとても詳しい。史料や
資料のコメントはかなり充実し
ていて辞典並である。

○
地理
歴史

2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史 3

時系列を意識した内容になって
いて、歴史を容易に概観するこ
とができる。地図や史料が見や
すく配置されている。「地域の
窓」では該当地域の特色や歴史
が書かれ、他地域について興味
を持って読み取ることができ
る。

時代ごとに、出来事や現象をコ
ンパクトにまとめて記載されて
いる。「人物歴史館」では、歴
史上重要な人物について簡潔に
まとめて提示されている。本文
の記述はポイントを押さえてま
とめられている。

平易な記述で理解しやすく表記
されている。必要な事項が本文
中に記述されていて具体的な歴
史像として掴みやすくなってい
る。図版や写真・資料・側注に
付けられたコメントは短いが要
点を押さえたものになってい
る。

地理
歴史

7 実教 日Ａ 309 高校日本史Ａ　新訂版 　

全体的に学習者に問いかける内
容が多くなっている。「ズーム
イン」や「歴史の群像」は発展
的な学習に適しており学習内容
を深化させるものである。文化
面を紹介するページもあり、当
時の世相を視覚的に理解するこ
とができる。

導入として見開きのページには
「歴史の窓」を置き疑問文の形
で課題を投げかけている。これ
により自ら考える姿勢を養うこ
とにつながる本文の記述は少な
めであるが要点を適切にとらえ
ているので分量は適当である。

本文は、平易な記述でシンプル
にまとめられている。史料や図
版・資料が適切に配置されてい
て、ポイントが押さえられてい
る。側注は詳しく書かれてい
て、興味を持って主体的に学習
が進められる。

地理
歴史

183 第一 日Ａ 312
高等学校　改訂版　日本史
Ａ　人・くらし・未来

豊富な図説を掲載しており、文
章と図説によって内容の理解を
深化させるように工夫されてい
る。細かなテーマ設定が行わ
れ、政治や経済の展開と絡ませ
て時系列的にで理解できるよう
に配慮がなされている。

１回の授業が、完全な見開き２
ページで構成されている。これ
は指導の区切りがしやすく、学
習計画が立てやすい。学習項目
の分量は適切だと思われる。図
版や写真が各ページに適当に配
置されていて見やすい。

本文の記述は平易でわかりやす
い表記である。ルビが多く振ら
れているので読む抵抗感が軽減
される。図版や写真・史料・資
料には優しいコメントが入って
いるため意味をわかりやすくす
る工夫がなされている。

地理
歴史

2 東書 日Ｂ 310 新選日本史Ｂ 　

「歴史を探る」では該当する出
来事や事象を深く探られてお
り、興味が持てる工夫がされて
いる。また、「コラム」では各
時代の重要事項や事件について
記述され、学習者の学習意欲に
つながるものがある。

巻末年表がすっきりとまとめら
れていて長い歴史を比較的簡単
に概観することができる。「世
界を見ていた日本人」では動い
た歴史に関わった人物を取り上
げどの様な功績があったかを描
きながら世相を理解するように
構成してある。

史料や資料・写真・図版が多く
盛り込まれているが、いずれも
平易な文で解説が付けられてお
り、理解をしやすくする工夫が
認められる。本文の表記は平易
なものが多く見られ、文章への
抵抗感のある学習者は読みやす
い。

地理
歴史

35 清水 日Ｂ 313
高等学校　日本史Ｂ　新訂
版

図版や写真・史料が満載で学習
者の興味関心を引くことができ
る。「地域の歴史」はその時々
の世相や地域の特色が書かれて
いる。また、他社のにはない独
特の視点で「女性の歴史」コー
ナーがあり当時の生き様が書か
れている。

学習項目は、新しい切り口の視
点で105のテーマを設定し、時系
列的な扱いで歴史をひもとくよ
うに構成されている。難解なと
ころは側注で補足して、学習者
が理解に手間取らないような工
夫をしている。

本文の記述はいずれも平易で、
比　較的スムーズに理解できる
と思われる。側注の説明・史
料・写真・資料の解説は簡潔な
言葉で表現されているため、学
習者はあまりとまどうことなく
理解できると考えられる。

○
地理
歴史

81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 2

本文の内容は濃密で入試にも十
分対応できるものになってい
る。取り上げる事柄には詳しい
説明が付けられている。発展的
な内容も多く学び甲斐のある一
冊である。１回の授業でテーマ
を深めることができる。

「コラム」では取り扱う事項を
深く、科学的な視点で書かれ学
習者の意欲を刺激する構成と
なっている。コンパクトなサイ
ズでありながら内容は豊富であ
る。脚注は簡潔にまとめられて
いて理解しやすい。

本文の表現には、やや難解なと
ころもあるが、補足が充実して
いるため理解がしやすい。表現
そのものにすでに発展的な内容
を含んでいて、広い視野や観点
で学習者の知的な好奇心を十分
に刺激するものがある。

地理
歴史

2 東書 地Ａ 307 地理Ａ 　

基礎基本的事項が理解できるよ
うに丁寧な言葉で解説されてい
る。原則として、見開きでまと
められるように工夫されてい
る。地理で学習する内容を写真
資料で体感できるようにしかけ
がほどこされている。

学習事項がバランスよく構成さ
れていて、考えられた配列と
なっている。分量については適
切で取り扱いしやすい。偏りな
く地域を取り上げ、特色や地形
の成り立ちが簡潔に記述されて
いる。

地図やグラフ・図版・写真など
の資料が豊富でわかりやすい解
説やコメントが記されている。
これらにより地理的事象の理解
がしやすくなるように補完して
いる。重要語句については太字
でわかりやすく表記している。

○
地理
歴史

35 清水 地Ａ 311
高等学校　現代地理Ａ
新訂版

1

基本的事項を取り上げ、詳述さ
れており、確かな理解が可能で
ある。地理的技法に関する学習
や現代的課題の探求にも配慮さ
れている。

見開きで１テーマが扱われ、学
習の目標が強調されており、学
習しやすい。グラフ・写真や図
版などの資料も的確に整理され
ている。

本文を中心にして、脚注やコラ
ム・写真や統計資料がバランス
良く配置されており、効果的に
学習内容が表現されている。
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地理
歴史

183 第一 地Ａ 310
高等学校　新版　地理Ａ
世界に目を向け、地域を学
ぶ

必要最小限の内容で容易に理解
できるように工夫された記述に
なっている。重要語句について
は丁寧にコメントが付けられて
いて、本文の記述は平易で理解
しやすい。「ワーク」のページ
では作業学習ができるように
なっている。

余分で難解な記述を避け、重点
化された項目については丁寧に
解説されている。「ファイル」
「特集」「地理のスパイス」で
学習者がより深めたい内容や興
味を引き出す情報を沢山提供・
掲載されている。

図版や資料のコメントは平易な
言葉でまとめられ抵抗感なく学
習を進めることができる。要点
については簡潔にまとめられて
いて、それでいてわかりやすく
表記されているため、学習者の
興味が持続する範囲内でまとめ
られている。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図 1

地形図が大迫力で、ビジュアル
的にもうったえるものがある。
印刷は鮮明で、自然の様子や位
置関係の掴みやすいところも大
きな特色となっている。それぞ
れの地図には豊富な情報が盛り
込まれていて、興味が広がりや
すい。

地図の配置がバランス良くなさ
れている。地図が鮮明なため、
読図が比較的しやすく、空間認
識もしやすい。統計資料が豊富
で、興味を持って地理学習が進
められる。装丁はシンプルであ
るが、堅固で長時間の耐久性が
認められる。

地域理解に適した図法が随所で
取り上げられていて理解を助け
るものになる。地形が一目で分
かるように工夫されている。地
域の今に焦点を当てた表記で理
解しやすい。統計資料は見やす
く表現されていて関心が持て
る。

地理
歴史

130 二宮 地図 312 基本地図帳　改訂版 　

歴史的遺産や資源の宝庫と言わ
れる地域では、関連する写真等
をページのすみに配置して、見
比べられるように工夫がなされ
ている。狭くて都市が密集して
いるような地域は拡大された地
図が載せられている。

大判で、各ページのデータがと
ても見やすい。掲載されている
地図も大きく、文字も大きいた
め読みやすい。見にくいという
抵抗感が排除され取り組みがし
やすい。首都や話題の地域が拡
大されて印刷されている。

色遣いが濃いめであるため、鮮
やかさがよくわかり視覚に訴え
るものが大きい。地域の土地利
用や植生を模式図を使ってわか
りやすく表現している。イン
デックスマップが他の地域との
関係をわかりやすくしている。

公民 2 東書 現社 313 現代社会 　

見開き２ページが基本で、冒頭
の測注部分には学習課題が提示
されている。「現代社会へのア
プローチ」では、現代社会の課
題が明示されていて興味を持っ
て学習に取り組めるように工夫
されている。資料や写真の配置
が適切である。

「クローズアップ」では、現在
話題になっている事柄につい
て、疑問文形式で提示されてい
て、興味を持ちやすい。測注は
かなり詳しく、難しい部分のあ
るコメントだが、広い視野と深
い知識を持つことが可能であ
る。

基礎基本が十分に押さえられて
いる。本文の記述は簡潔で要点
が掴みやすく構成されている。
人物は並列に並べ比較しやすい
ようになっていて、学習内容の
整理に役立つ。判例が豊富に置
かれていて考えるヒントになっ
ている。

公民 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 　

豊富な学習内容でボリュームが
ある。重要事項は測注で丁寧に
解説されている。関連する人物
は並列して提示し一目で比較で
きるように工夫されている。各
単元の冒頭には学習のポイント
が箇条書きで示されていて取り
組みやすい。

判例が豊富で、写真やイラスト
が配置され、事実と問題点がよ
く分かるように構成されてい
る。資料や図版がたくさん用意
され考える手がかりとなってい
る。難解な思想も対話形式で解
説され取り組みやすい。

本文の内容は詳しく記述されて
いるが、内容はわかりやすい。
意欲的に学習に取り組めるよう
に、発展的・補足的な記述をし
ている。最新の情報を提供して
いて、学習者の興味・関心が持
続するような仕掛けとなってい
る。

○ 公民 183 第一 現社 322
高等学校　改訂版　新現代
社会

3

各ページに学習のポイントが明
示されていて学習計画が立てや
すい。測注は短いながらもわか
りやすく書かれている。脚注部
分には、「information」として
難しい語句を補足していて理解
を助けている。資料や写真が多
い。

学習意欲を高める工夫として、
「FILE」では時事問題を取り上
げ、「ゼミナール」では、仕組
みをわかりやすく解説してい
る。TOPICでは社会の出来事を解
説している。分量は適切で取り
組みやすい内容となっている。

本文の記述は平易でわかりやす
い。囲い込み記事は難しい事象
を写真や図版を用いて丁寧に解
説している。判例の内容が充実
している。ビジュアル的な部分
にも配慮している。体系的に学
習できるように配列されてい
る。

○ 公民 35 清水 倫理 308 高等学校　新倫理　新訂版 3

思想が生まれた風土や歴史的な
背景を丁寧に解説している。東
洋の思想と西洋の思想との根本
的な違いを明示している。基本
的な事柄をしっかり押さえ、考
える手がかりとしている。主要
な思想家が網羅され入試にも対
応できる。

構成が工夫されていて、多角的
に考察できる。また、学習事項
の定着や小論文対策にも配慮さ
れている。時代背景や時代と時
代の関わりが容易に理解できる
ようにふれられていて、興味が
持続するように組み立てられて
いる。

先哲達の思想を過不足なく的確
に紹介している。また、現代の
思想の潮流を重視して表記され
ている。論点を明確にしつつ、
補助的に試料やグラフ・図版で
考えを深化させることが可能で
ある。

公民 183 第一 倫理 310 高等学校　改訂版　倫理 　

思想年表は独自の視点からまと
められ、思想全体や時代背景が
手に取るように理解できる優れ
ものである。資料や年表は豊富
で、見やすく配置されている。
現代の諸課題や話題性のあるも
のがいろいろな観点で記述され
ている。

生徒の理解を進め、抵抗感を軽
減する工夫として「Theme」「特
集」「コラム」を設定し、意欲
的に学習が出来るような仕掛け
がされている。源流思想から現
代思想まで隙間のない取り上げ
方をしている。

思想の内容が、丁寧で、且つ簡
潔に記述されている。思想と現
代の私たちとのつながりを十分
意識した表現となっている。原
点資料が豊富で本文の記述を補
完している。測注は平易な表記
でわかりやすく解説されてい
る。

○ 公民 7 実教 政経 312 高校政治・経済　新訂版 2

時事問題では、最新の社会の動
きがわかる。「SEMINAR」では、
わかりにくい用語などを丁寧に
解説している。判例が沢山盛り
込まれていて、事件について深
く考え、自分の意見をまとめや
すくなっている。

コンパクトなサイズで持ち運び
がしやすい。学習課題の分量は
適切で学習計画が立てやすい。
ある。問題意識が持てるように
歴史的な背景も考慮しつつ構成
されているため取り組みやすい
ところが見られる。

制度や経済理論を簡潔な言葉で
解説されている為理解がしやす
い。「政治Q&A」では平易な言葉
で書かれ政治への参加意欲をく
すぐるものがある。学習者の学
習段階に応じて活用できるよう
に工夫されている。

公民 35 清水 政経 314
高等学校　現代政治・経済
新訂版

基礎基本が押さえられている。
グラフや写真が豊富に掲載され
ている。「解説」では沢山の判
例を扱い詳しく解説し、考えを
補完する形で図や表が添えられ
ている。さらに、比較的高度な
内容も盛り込まれていて学習の
幅が広がる。

原則的には見開き２ページで構
成され、基礎的な学習から始ま
り、段階的に発展学習へと内容
の広がりが認められる。分量は
適切で学習が継続されやすい工
夫がなされている。図版等の配
置も見やすくなっている。

図版や写真・資料・グラフが見
やすく配置されていて、さらに
簡潔なコメントが記されてい
る。本文も平易な記述で親しみ
やすく、理解しやすい内容と
なっているため、学習が継続し
やすく取り組みやすい。

公民 183 第一 政経 310 高等学校　新政治・経済 　

図版や写真・資料が満載で学習
者の興味関心を引くことができ
る。学習意欲が持続する、時事
的な事柄や社会情勢に対応した
事例が掲載されている。導入時
に「ポイント」が明示され着眼
点を明らかにしているため学習
がしやすい。

Ｂ５判のサイズを生かし持ちや
すい。見開きで１時間を想定し
て構成されている。「CATCH」で
は読み物的なコラムを取り上げ
日本の今がわかるように工夫さ
れている。「ワンポイント・ゼ
ミ」では仕組みが簡潔に解説さ
れている。

基礎的・基本的な内容を取り上
げわかりやすさに重点を置いて
いる。課題探究学習では、身近
な事柄を題材に多面的な考えが
身につけられるように配慮され
ている。「FILE」ではビジュア
ル的な視点から考えることがで
きる。

数学 2 東書 数Ⅰ 301 数学Ⅰ 　

重要問題が充実していて入試に
も対応した内容である。授業が
進めやすく構成されていて、数
学の理論や奥深さにも触れられ
ている。

例や問題が平易な内容から難易
度の高い内容までスムーズに構
成されている。巻末には公式集
があり、自習のための助けとな
る。内容・分量ともに適切であ
る。

適切な文章表現であり、図など
もわかりやすくまとめられてい
て理解しやすい。色の配色は色
数を抑え、色の濃淡で表現され
ている。

数学 2 東書 数Ⅰ 302 新編数学Ⅰ 　

身近な例から学習内容に興味を
もたせようとしている。扉の例
示は、多岐にわたっている。学
習内容も基礎にとどまらず、標
準的なものまで踏み込んであ
る。

各章のはじめに、こらから学習
する内容に興味を持てるような
身近な話題を載せている。構成
は理解しやすく工夫されてお
り、分量も適切である。

ポイントとなる箇所に色や写真
を使っているので、よりわかり
やすく表記・表現されている。
多色刷りで、平易な言葉を用
い、読みやすく工夫されてい
る。
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様式１－２

番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立橘高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

○ 数学 104 数研 数Ⅰ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅰ 1

基本的内容が丁寧に扱われてい
る。応用的な例題も解説が丁寧
で、解答の仕方がわかりやすい
記述である。研究の問題も丁寧
な解説がなされている。

問題のレベルに応じて例、例
題、応用例題と、段階を追って
学習できるよう構成されてい
る。内容、分量ともに適切であ
る。

理解しやすい文章表現であり丁
寧にまとめられている。図やイ
ラストが豊富。色も多く使われ
ており見やすい。

○ 数学 104 数研 数Ⅰ 329 改訂版　新編　数学Ⅰ 1

基本問題から発展まで多くの種
類を扱っており、色々と対応し
やすい。応用的な例題も解説が
丁寧で、解答の仕方がわかりや
すい記述である。

丁寧な記述で構成されている。
例や練習問題は内容、分量とも
に適切である。行間が広いた
め、読みやすい。

理解しやすいようなヒントなど
が表記されている。図やイラス
トが以前より多く使われており
見やすい。

数学 2 東書 数Ⅱ 301 数学Ⅱ 　

例・例題、問、節末問題、章末
問題と段階的に学習できる。問
は例・例題と同程度の問題を扱
い、基礎的・基本的な知識が定
着するのに役立つ。参考・発展
も充実している。

例や問題が平易な内容から難易
度の高い内容までスムーズに構
成されている。巻末には公式集
があり、自習のための助けとな
る。内容・分量ともに適切であ
る。

色の配色は色数を抑え、色の濃
淡で表現されているため、事柄
のつながりや注目すべき場所が
わかりやすい。

○ 数学 104 数研 数Ⅱ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅱ 2

例題の解説が丁寧で、次の内容
に無理なく進むことができる。
基本事項を丁寧に取り扱ってお
り、理解しやすい。

問題のレベルに応じて例、例
題、応用例題と、段階を追って
学習できるよう構成されてい
る。内容、分量ともに適切であ
る。

表記･表現等が見やすくまとめて
ある。各ページを一覧したとき
に例、例題、練習問題、まとめ
の位置がわかりやすくなってい
る。

数学 2 東書 数Ⅲ 301 数学Ⅲ 　

例・例題、問、節末問題、章末
問題と段階的に学習を進めるこ
とができる。問は例・例題と同
レベルの問題を扱っている。参
考・発展の内容も充実してい
る。

例や問題が平易な内容から難易
度の高い内容までスムーズに構
成されている。巻末には公式集
があり、自習のための助けとな
る。内容・分量ともに適切であ
る。

色の配色は色数を抑え、色の濃
淡で表現されているため、事柄
のつながりや注目すべき場所が
わかりやすい。

○ 数学 104 数研 数Ⅲ 309 高等学校　数学Ⅲ 3

基本的な定理・法則などの説明
がわかりやすくまとめられてい
る。また、例題なども理解しや
すいように工夫されている。

問題のレベルに応じて例、例
題、応用例題と、段階を追って
学習できるよう構成されてい
る。内容、分量ともに適切であ
る。

適切な文章表現である。また、
丁寧な説明で理解しやすい。色
の配色は色数を抑え、定理等が
目立つよう表現されている。

数学 2 東書 数Ａ 301 数学Ａ 　

基礎から発展まで幅広い内容を
扱っているとともに、課題学習
を豊富に取り入れ、数学的理解
を深める努力をしている。基礎
を押さえ、入試に向けた内容が
記載されている。

例や問題が平易な内容から難易
度の高い内容までスムーズに構
成されている。巻末には公式集
があり、自習のための助けとな
る。内容・分量ともに適切であ
る。

色の配色は色数を抑え、色の濃
淡で表現されている。図が豊富
で、学習内容が一目で把握でき
るよう表現されている。

数学 2 東書 数Ａ 302 新編数学Ａ 　

復習的な内容からの導入になっ
ているので、基本的な内容がわ
かりやすい。誤答例や解答の過
程での注意が多く載っているの
で、自学自習としても使いやす
い。

各章のはじめに、こらから学習
する内容に興味を持てるような
身近な話題を載せている。構成
は理解しやすく工夫されてお
り、分量も適切である。

全編を通して本文の理解を助け
るように、図、イラスト、写真
が多用されている。色を適切に
使い、視覚的に内容理解をサ
ポートするように配慮されてい
る。

○ 数学 104 数研 数Ａ 328 改訂版　高等学校　数学Ａ
1
2

基礎的な内容から応用的な内容
まで、理解しやすいようにまと
められている。練習問題が例題
に準じた問題から発展的な内容
に触れていて段階的に学ぶこと
ができる。

問題のレベルに応じて例、例
題、応用例題と、段階を追って
学習できるよう構成されてい
る。内容、分量ともに適切であ
る。

表記･表現等が見やすくまとめて
ある。各ページを一覧したとき
に例、例題、練習問題、まとめ
の位置がわかりやすくなってい
る。また図や写真が適切に配置
されている。

○ 数学 104 数研 数Ａ 329 改訂版　新編　数学Ａ 2

集合と確率での用語の違いを丁
寧に説明されている。条件付き
確率での例題には、生徒の意見
に対する働きかけも読み取れ、
これまでにない新しい例題が載
せてある。

３段階の例題に分かれており、
生徒の理解に沿って学習を進め
ることができる。また、研究や
発展・コラムと深く追求する
きっかけをきめ細かく準備され
ている。

文章表現の意味の説明に、適切
な図を丁寧に掲載して数学的表
現の理解を促す工夫がある。式
の計算等で着目すべき所を同色
にするなど色を効果的に使用し
ている。

数学 2 東書 数Ｂ 301 数学Ｂ 　

段階的に無理なく学習を進める
ことができる。問は例・例題と
同程度の問題を扱い、基礎的・
基本的な知識が定着するのに役
立つ。参考・発展の内容も充実
している。

例や問題が平易な内容から難易
度の高い内容までスムーズに構
成されている。巻末には公式集
があり、自習のための助けとな
る。内容・分量ともに適切であ
る。

色の配色は色数を抑え、色の濃
淡で表現されている。考え方の
ポイントとなる式等に色を付
け、解説の理解を助ける働きを
している。

○ 数学 104 数研 数Ｂ 326 改訂版　高等学校　数学Ｂ 2

基本的な内容から発展的な内容
まで整理されていて理解しやす
い。数学Ⅱとつながりも考慮さ
れた内容になっている。コラム
により、さらに発展的な事柄に
興味が持てるよう工夫されてい
る。

問題のレベルに応じて例、例
題、応用例題と、段階を追って
学習できるよう構成されてい
る。内容、分量ともに適切であ
る。

適切で理解しやすい文章表現を
用いてまとめられている。図と
式の色分けや太文字との使い分
けが工夫されている。

理科 2 東書 科人 306 改訂　科学と人間生活 　

生活に密着した科学の内容が広
範囲にわたってよく網羅されて
おり、理科が苦手な生徒にも親
しみやすい内容になっている。

要所要所に資料として価値の高
い図表が配置された構成である
ため理解しやすい。

多岐にわたる科学の内容を平易
な文章で的確に表現している。

○ 理科 7 実教 科人 307 科学と人間生活　新訂版 1

生活に密着した科学の内容を中
心に広範囲にわたってよく網羅
されており、生徒の理解が深ま
りやすい。

要所要所に資料として価値の高
い図表が配置された構成である
ため理解が深まりやすい。

多岐にわたる科学の内容を平易
な文章で的確に表現している。

理科 104 数研 科人 308 新　科学と人間生活 　

科学全領域に関する内容を、詳
細かつ広範にわたって解説して
あるため、高度な理科の知識の
習得が期待できる。

豊富な図表に詳細な解説が付記
されている構成のため深い理解
が得られる。

的確かつ詳細な解説で深い理解
が得られる。
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番号 略称 記号 番号
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学年

内容 構成・分量・装丁

理科 7 実教 物基 313 物理基礎　新訂版 　

発展の扱いが詳しく、内容の取
り扱いが適切である。また、例
題の解答が簡潔で、生徒自身に
考えさせる内容になっている。

構成・分量がともに適切であ
る。身近な事柄を多く取り上
げ、探求に工夫がなされてい
る。

「発展」が効果的に配置されて
いて、「物理」の学習に無理な
くつながる。

理科 61 啓林館 物基 315 物理基礎　改訂版 　

身近な現象と結びつけて物理の
原理や法則が説明されていて、
わかりやすく生徒の興味・関心
をひく内容になっている。

基礎から発展的な内容まで必要
な演習問題が適切な分量で配置
され、「物理」に無理なくつな
がる構成になっている。

各章の最後に「章のまとめ」と
「章末問題」が見開きで配置さ
れ、学習内容の理解を助けてい
る。

○ 理科 104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎 1

内容が系統的に配列され、説明
も簡潔である。また、良質の問
題が豊富で、易から難へ段階的
に学習が進められる。三角比、
ベクトルが未習の場合に対応が
なされ、生徒に過度の負担がか
からないようになった。

精選された演習問題が適宜配置
され、原理や法則の理解が深め
られるよう工夫されている。

簡潔な表現でわかりやすく表記
がされている。図表の配置も適
切である。

理科 61 啓林館 物理 311
総合物理１　様々な運動
熱　波

力学と波が１冊にまとめられ、
物理基礎の復習から発展的な内
容まで、効率よく学習できる内
容である。公式のまとめや演習
問題が適切に配置されていて理
解を助けている。

各内容の分量は適切であり、配
列もわかりやすい。演習問題の
量も適当である。

図表が効果的に使用され、表記
も生徒が理解しやすいものに
なっている。

理科 61 啓林館 物理 312
総合物理２　電気と磁気
原子・分子の世界

電磁気と原子物理が１冊にまと
められ、物理基礎の復習から発
展的な内容まで、効率よく学習
できる内容である。公式のまと
めや演習問題が適切に配置され
ていて理解を助けている。

各内容の分量は適切であり、配
列もわかりやすい。演習問題の
量も適当である。

図表が効果的に使用され、表記
も生徒が理解しやすいものに
なっている。

○ 理科 104 数研 物理 314
改訂版　総合物理１　力と
運動・熱

2

力学の系統的な学習ができるの
で、適切である。物理基礎の復
習が収録され、学習内容を振り
返りながら理解を深めることが
できる。また、数学の知識が収
録され、物理学習の手助けにな
る。

構成・分量ともに適当である。
２分冊になっており、携帯に便
利である。

平易かつ簡潔な表現でわかりや
すく表記してある。図表の配置
も適切である。

○ 理科 104 数研 物理 315
改訂版　総合物理２　波・
電気と磁気・原子

2

波動・電磁気の系統的な学習が
できるので、適切である。物理
基礎の復習が収録され、学習内
容を振り返りながら理解を深め
ることができる。また、数学の
知識が収録され、物理学習の手
助けになる。

構成・分量ともに適当である。
２分冊になっており、携帯に便
利である。

平易かつ簡潔な表現でわかりや
すく表記してある。図表の配置
も適切である。

○ 理科 2 東書 化基 313 改訂　化学基礎
1
2

取り組みやすい基礎的内容か
ら、さらに深く理解するための
発展的内容まで、幅広く学習で
きるように構成されている。興
味を持って学べるようコラムが
所々に配置されている。

教科書内の全問題に解答と解説
がついていて良い。構成も分量
も適切である。

記号や計算単位などの使用が適
切である。また、図表なども効
果的に使われている。目次に教
科書で注目すべき記号などもま
とめられている。
実験画像を、モバイルで動画と
して参照可能である。

理科 104 数研 化基 319 改訂版　化学基礎 　

本文の内容は精選されており、
発展項目・探求活動の項目も充
実していて、より理解を深めや
すい。理解しにくい箇所がしっ
かりと解説されている。

構成・分量共に適切で、巻末に
ある物質図録は資料としても十
分参考になる。

簡潔に表現されており、わかり
やすい。図や写真が豊富に掲載
されている。

理科 183 第一 化基 321 高等学校　改訂　化学基礎 　

化学を身近に感じられるような
工夫がされており、要点もしっ
かりとまとめられている。生徒
のつまづきやすい物質量の分野
は丁寧に展開されている。

所々に英文特集があり、構成や
分量も適切で、丁寧に解説され
ている。

重要項目と各章のタイトルには
英語のルビが書いてあり、英文
特集と合わせて、英語で化学を
触れられるような、工夫がなさ
れている。

理科 7 実教 化学 310 化学　新訂版 　

内容の取り扱いが丁寧である。
理系進学者が学ぶべき内容が十
分に盛り込まれている。生徒が
学習する上で随所に工夫が見ら
れ、豊富な発展も魅力である。

丁寧に解説されており、理解を
深めることができる構成になっ
ている。分量も適切である。

平易な表現でわかりやすく表現
されている。図や写真がバラン
スよく用いられ、イメージがつ
かみやすい。

理科 104 数研 化学 313 改訂版　化学 　

実験や観察に配慮したバランス
のよい内容になっている。演習
問題も多く丁寧な説明で生徒が
理解しやすい。

図表、文字がやや小さめではあ
るが、多くの資料と無駄のない
構成で、発展的内容も扱ってい
る。

写真や図も見やすく表記･表現も
適切である。基本から重要事項
まで理解しやすいように色文字
などを使って整理されている。

○ 理科 183 第一 化学 315 高等学校　改訂　化学 2

資料のカラーページが充実して
おり、実験の説明なども生徒が
考えやすい内容である。また発
展的な内容も網羅されており、
幅広く学習できる。

各単元ごとに詳しい資料があ
り、量的には多めではある。

文章もわかりやすく図や表が効
果的に扱われ、詳しい解説がな
されている。重要項目と各章の
タイトルには英語のルビが書い
てあり、英文特集と合わせて、
英語で化学を触れられるよう
な、工夫がなされている。

理科 61 啓林館 生基 315 生物基礎　改訂版 　

動物の恒常性や刺激と反応の分
野を中心に図が多く用いられて
おり、視覚的にわかりやすいた
め指導がしやすい。基本的な内
容から発展まで広く掲載されて
いる。

内容を見開き構成にしたり、グ
ラフや図・表を読み解く問題を
各所に配置するなど構成もよ
く、分量も充実している。

重要内容については図を大きく
配置して、視覚的に理解しやす
いように工夫された表記方法で
ある。
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理科 104 数研 生基 317 改訂版　新編　生物基礎 　

「生物基礎」の分野を詳しく解
説するだけでなく、関連する
「生物分野」の内容も記載する
など、幅広く学習できるように
構成されている。

見開き構成で使いやすい。ま
た、生徒の興味をわかすために
実生活やヒトに関連した話題を
多く取り上げている。分量も豊
富である。

印象の強いイラストや写真を多
く使っており見やすい。また表
記も工夫されていて、知識の定
着につながる図が多い。

○ 理科 183 第一 生基 319
高等学校　改訂　新生物基
礎

2

生物学の基本事項が、簡潔かつ
丁寧にわかりやすく書かれてい
る。また、さらに高度な発展内
容まで網羅されており、使いや
すくまとめられている。

文章・図とも分量が適切であ
り、基本的な内容を理解しやす
い。また編ごとのつながりがわ
かりやすく、多様な授業展開に
対応できる構成になっている。

視覚的にわかりやすく、図も文
字も適切にかかれている。配色
やレイアウトも簡潔で読みやす
い。

理科 61 啓林館 生物 309 生物　改訂版 　

平易な表現を用いて説明してお
り、内容も基本的な事項から発
展的な事項まで簡便にまとめて
あるので、生徒の知識理解の深
化がはかりやすい。

光合成や好気呼吸の反応を１
ページにコンパクトにまとめて
おり、生徒の理解がしやすい構
成になっている。

様々な生物がカラフルなイラス
トで表記されており、生徒の興
味関心が喚起されやすい工夫が
なされている。

理科 104 数研 生物 310 改訂版　生物 　

高度で発展的な内容が多く取り
入れられており、現代生物学に
関する様々な知見を深めること
ができる。

発展的な内容が多く分量も多い
ため、より高度な生物の知見を
求める生徒にとって非常に適し
た構成をしている。

コンパクトにまとまった図やイ
ラストに詳細な説明がなされて
おり、少ないスペースを有効に
活用して詳しく表記されてい
る。

○ 理科 183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物 3

基本的な内容から発展・応用的
な内容まで幅広く扱っており、
多くの生徒にとって理解しやす
い内容になっている。

分量としてはやや多めだが、図
やイラストを効果的に配置して
いるため、生徒にとって理解し
やすい構成になっている。

図やイラストが多用されてお
り、しかも付加されている説明
文がわかりやすいため、多くの
生徒にとって理解しやすい表記
になっている。

保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 　

基礎的内容や基本的内容が厳選
されている。重要な内容がわか
りやすく、生徒に学習課題を持
たせやすい。

学習内容がバランスよくまとめ
られており、単元ごとの系統が
しっかりとしているので、指導
がやりやすい。

写真やイラスト、グラフ等が多
く使用されており、生徒の知
識・理解を助けることができ
る。

○
保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 1

各単元ごとの「ねらい」や「め
あて」が明確に示されており、
学習する内容が理解しやすい。
さらに学習のポイントが明記さ
れており、生徒に学習の課題を
持たせやすい。

一つの単元が適切な分量になっ
ている。学習内容もバランスよ
く配置されており、明確に示さ
れている。１時間で１単元を指
導できる構成でまとめやすく、
指導がしやすい。

カラー写真やイラスト、グラフ
等が豊富に使用されており、視
覚的にも学習内容が理解しやす
い。的確な表現でまとめられて
おり、生徒の学習内容の理解を
助けることができる。さらに学
習意欲を高められる。

芸術 17 教出 音Ⅰ 308
高校音楽Ⅰ改訂版　Music
View

音楽を様々な視点から学べる工
夫がされている。創作に関して
も、丁寧な扱いをしている。

A4サイズの楽譜で見やすい。カ
ラー写真を豊富に使用してい
る。

音楽史年表やコード表などの資
料が豊富である。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 1

親しみやすいポップスや、取り
上げておきたい芸術作品や日本
の作品など幅広く扱っている。
合唱や器楽も様々な形態で扱っ
ており、興味・関心をもって取
り組めるようになっている。

曲数は多いが、学校の実情に合
わせて選択できるので良い。写
真もふんだんに取り入れてい
る。

ほとんどの教材が1ページまたは
見開きで取り扱われており、学
習しやすいように工夫されてい
る。

○ 芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１ 1

題材がバランスよく、しかも相
互に関連をはかりながら適切に
配置されている。また自然や環
境に対する関心へと視野が広が
るよう、教科書が一つの流れに
なるようにまとめられている。

各分野から、バランスよく取り
上げられている。生徒の実態に
あわせて内容を選択することが
でき、効果的な学習指導ができ
るよう工夫されている。

活字は鮮明で読みやすい大き
さ・書体である。写真・図版も
鮮明で効果的である。また、製
本も堅牢である。

芸術 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 　

西洋美術と日本美術を比較する
工夫がなされ、斬新な視点から
美術を理解できるよう工夫され
ている。現代建築や携帯電話な
ども取り上げられ、今日的な内
容も学ぶことができる。

主要な画像を大きく掲載するこ
とで、学ぶべき内容が理解しや
すい構成である。分量も豊富で
ある。装丁は堅牢で、再生紙使
用など環境への配慮もされてい
る。

文章表現はわかりやすく、丁寧
な解説である。ふりがなもつい
ているので、用語に関しても問
題はない。文字は鮮明で読みや
すく、生徒の理解を助ける。

○ 芸術 6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 1

中学校書写からの導入部分は、
「書へのいざない」と題して、
丁寧に学べるよう工夫がなされ
ている。自学自習も可能なよう
古典に訓読等がついている。

カラーユニバーサルデザインに
も配慮し、作品の持つ雰囲気が
伝わりやすい。構成・分量は適
切である。解説の表現は、生徒
にとってわかりやすく簡潔であ
り、難解な語句や覚えたい用語
にはふりがなが付いており、学
習効果を高める工夫がされてい
る。

書の伝統と文化の理解しやすく
するため、他教科の内容を関連
させながら学習するコラムを随
所に設けられている。表現と鑑
賞両面からの学習が展開できる
ように工夫されている。

芸術 38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ 　

中学校の書写からの接続が円滑
に図れる構成がなされている。
解説が簡潔でわかりやすく、骨
書きや筆順等、学習の手助けに
なる工夫がなされている。

基礎・基本を押さえた上で臨
書・鑑賞を行い、創作活動がで
きる構成になっており、写真も
他に比べて鮮明である。

書の伝統と文化の理解を深める
と共に、文字文化や他の芸術分
野、国語や歴史の授業にもつな
がる多角的な話題が提示されて
いる。

外国
語

15 三省堂 コⅠ 333
CROWN English
Communication Ⅰ New
Edition

生徒の知的好奇心を高める題材
が豊富で、英語で考え、コミュ
ニケーションを図ることを促す
工夫がなされている。言語材料
も基本的なものから難易度の高
いものまで網羅している。

各課冒頭にPre-Reading活動があ
り、英語でスムーズに導入でき
るよう構成されている。

写真やイラストも豊富で内容理
解を助けている。
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○
外国
語

50 大修館 コⅠ 337
Compass English
Communication Ⅰ Revised

1

中学の復習から無理なく高校英
語に移行できる基礎的な内容で
ある。題材も生徒の興味を引く
内容で身近で前向きなものに
なっている。

見開き構成で学習内容が一目で
わかるように組まれている。

本文や傍注、脚注の他、写真や
イラストなどが適切に見やすく
配置されている。

外国
語

61 啓林館 コⅠ 340
Revised LANDMARK English
Communication Ⅰ

題材は、血液型、メール、カ
レー等、生徒の興味関心を引き
やすいものが多く取り上げられ
ている。４技能をバランスよく
伸ばす工夫が見られる。

全課４パート構成で導入部だけ
でなく写真図表が豊富に掲載さ
れている。

新出語の中で入試問題頻出のも
のが青字で表記されている。ま
た、キーワードや英単語に関す
るトリビアは生徒の関心を引き
やすい。

外国
語

104 数研 コⅠ 343
Revised BIG DIPPER
English Communication Ⅰ

中学校での学習事項の復習から
無理なく高校英語に移行できる
内容になっている。生徒の関心
を引く題材が取り上げられてい
る。比較的高度な言語活動もで
きるよう各パートが構成されて
いる。

見開き２ページで構成されてお
り、文法や例文がわかりやすく
配列されている。

写真やイラストの配置も適切で
ある。発音記号は米語表記のみ
となっている。

○
外国
語

183 第一 コⅠ 350
PerspectiveEnglish
Communication ⅠNEW
EDITION

1

大学受験に対応できる力の育成
を目指し、知的好奇心を刺激す
る多様な題材が多い。Listen &
AnswserやSummaryで「使える英
語」を意識している。

InputからOutputへ、４技能をバ
ランスよく鍛える工夫がみられ
る。「文法」「言語の働き」の2
ステージ構成で、多様な授業形
態に対応している。

イラストと写真が豊富で見やす
い。本文と内容理解のための質
問文の色分け表記や新出単語が
音節分けしてある等、工夫が見
られる。

外国
語

183 第一 コⅠ 351
VividEnglish
Communication ⅠNEW
EDITION

生徒の興味・関心を引く題材が
選ばれている。各課の語数は280
～500語が中心で、英語が苦手な
生徒に自信をつけさせる方針で
編集されている。

各課３パートで見開き構成。新
出語句は見開き右ページ上部に
まとめてあり、熟語は日本語も
併記。

写真、イラストが豊富に配置さ
れ、生徒に飽きさせないよう配
慮されている。発音記号は米音
表記のみとなっている。

外国
語

15 三省堂 コⅡ 331
CROWN English
Communication Ⅱ New
Edition

扱われている題材が多岐にわた
り、基本構文の確認から高度で
総合的な言語活動までをバラン
ス良く配置している。

冒頭で教科書で扱われる主な登
場人物を紹介し、後のレッスン
で詳しくわかる構成である。

写真やイラスト、図などが適所
に配置されている。

○
外国
語

50 大修館 コⅡ 335
Compass English
CommunicationⅡ Revised

2

題材は、CommunicationⅠ同様、
生徒の興味を引く身近で前向き
なものになっている。このた
め、高校生になってから学ぶ文
法事項も自然に組み入れられ、
無理なく学習できるように工夫
されている。

本文の理解、確認、文法事項の
練習、コミュニケーション活動
の設定が、各課の最後に配置さ
れている。

本文や傍注、脚注の他、写真や
イラストなどが適切に見やすく
配置されている。

外国
語

61 啓林館 コⅡ 338
Revised LANDMARK English
CommunicationⅡ

スポーツ、動物、ファッショ
ン、絵画、環境、社会理解、日
本の習慣など、高校生にとって
必要な題材が入り、よく構成さ
れている。英語の読み物として
も優れている。

分量は多く、英語が得意な生徒
向けの編集となっているが、文
法や内容理解のための説明等は
よく工夫されている。

文字とイラスト、カット、写真
等を比較すると文字が小さく、
多く、高度である。

外国
語

104 数研 コⅡ 341
Revised BIG DIPPER
English Communication Ⅱ

語数、表現とも無理なく学習で
きる内容になっている。生徒の
関心を引く題材が取り上げられ
ている。比較的高度な言語活動
もできるよう各パートが構成さ
れている。

各パート見開き２ページで構成
されており、文法や例文がわか
りやすく配列されている。

写真やイラストの配置も適切で
ある。発音、アクセントに注意
すべき新出語に赤、青の下線が
引かれている。発音記号は米語
表記のみ。

○
外国
語

183 第一 コⅡ 348
PerspectiveEnglish
CommunicationⅡ NEW
EDITION

2

学ぶ・知ることの重要性や今日
的な問題について考えさせる教
材が収録されているだけでな
く、科学的なものなど、教材の
選定に偏りがなくバランスが取
れている。物語文への興味を喚
起させることもできる。

教材の難易度、取り扱いの言語
材料の配列が段階的、体系的で
あり、学習に適している。課
数、ページ数が年間単位数での
履修に適している。

文字の大きさ、書体が適当であ
り、学習しやすい。本文内容に
関連した写真・図版が適切に配
置され、視覚的な学習を助ける
配慮が見られる。

外国
語

183 第一 コⅡ 349
VividEnglish
CommunicationⅡ NEW
EDITION

生徒の興味・関心を引く題材が
選ばれている。各課の語数は300
～540語が中心で、英語が苦手な
生徒でもついていく自信をつけ
させる方針のようである。

各課３～４パートで見開き構
成。新出語句は見開き右ページ
上部にまとめてあり、熟語は日
本語も併記されている。

写真、イラストが豊富に配置さ
れ、生徒に飽きさせないよう配
慮されている。発音記号は米音
表記のみとなっている。

外国
語

15 三省堂 コⅢ 305
CROWN English
Communication Ⅲ

生徒の興味・関心を喚起するも
のを精選し、多様な内容が採り
あげられている。場面や登場人
物は、英語が広く使用されてい
る現況と国際理解の課題との関
係から、日本を中心に幅広い国
及び人物を配置している。

本文全体は難易度や語数によっ
て３パートに分けられ、各課は
原則３～４セクションで、見開
き構成になっている。本文はリ
ズムや文の長さにも配慮され、
音読指導に適している。

写真や図版が豊富に配置され題
材に対する興味を喚起してい
る。

○
外国
語

50 大修館 コⅢ 309
Compass English
Communication Ⅲ

3

説明文やエッセイ、物語文が扱
われており、バラエティに富ん
だ教材になっている。取り扱わ
れているテーマは環境、自然、
文化、歴史などにわたってお
り、生徒が触れておくべき題材
となっている。

３つのUnitから成り、最初の
Unitでは読解のスキルが確認で
き、次のUnitではそれらを意識
しながら進めることができる。
最後のUnitには写真や絵が配置
されている。

個々の表記・表現は標準的なア
メリカ英語のものが基調となっ
ている。写真やイラストは大き
さも配置も適切である。

外国
語

61 啓林館 コⅢ 313
LANDMARK English
Communication Ⅲ

昆虫、テレビ番組、絵画、言
語、社会理解など、高校生に
とって必要な題材が入り、よく
構成されている。英語の読み物
としても優れている。

分量は多く、英語が得意な生徒
向けの編集となっているが、パ
ラグラフ番号が付されていた
り、本文に関連したFurther
Information等、工夫が見られ
る。

写真は導入部以外では少ないが
効果的に使われている。入試頻
出の新出語は青字で表記されて
いる。
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様式１－２

番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立橘高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

外国
語

104 数研 コⅢ 315
BIG DIPPER English
Communication Ⅲ

語数、表現とも無理なく学習で
きる内容になっている。生徒の
関心を引く題材が取り上げられ
ている。３つのセクションに分
かれていて、段階的に長文読解
までできるよう工夫されてい
る。

見開き２ページが１レッスンと
して構成されている。本文の
ページと内容理解やコミュニ
ケーションスキルのページがわ
かりやすく配列されている。

写真やイラストの配置も適切で
ある。発音、アクセントに注意
すべき新出語に赤、青の下線が
引かれている。発音記号は米語
表記のみとなっている。

○
外国
語

183 第一 コⅢ 320
Perspective English
Communication Ⅲ

3

扉にそのレッスンに関係のある
写真が載せられており、ブレイ
ンストーミングを行うことがで
きる。本文は見開きで２ページ
に収められ読みやすく、扱われ
ている題材も読解に適してい
る。章末のActivity Plusで更に
深いコミュニケーション活動が
可能となる内容になっている。

見開きで本文が完結する構成に
なっており、次ページで本文の
まとめと文法事項の確認ができ
るように構成されている。

英語での指示文が多用されてい
るが、取り組むべきことは十分
に理解できるため適切である。
Key Expessionsの例文も概ねわ
かりやすい。

外国
語

183 第一 コⅢ 321
Vivid English
Communication Ⅲ

生徒の興味・関心に合わせた題
材が扱われている。本文の難易
度も高くないので読みやすく、
学習内容も精選されており学び
やすい。

見開き２ページで構成されてお
り、段落ごとの内容理解が深め
られるようになっていてわかり
やい。

写真やイラスト、図表等の配置
も適切である。文字も読みやす
い。

外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 328
Revised Vision Quest
English Expression Ⅰ
Advanced

自己紹介やスポーツなど身近な
話題から社会問題などの題材が
扱われ、入試にも対応できる文
法力と表現力を養えるように
なっている。

各課とも、文法を含むモデル会
話+文法解説+演習+発信活動の構
成になっていて、文法力と表現
力を育めるようになっている。

写真・イラスト・図表は大き
さ、配置ともに適切である。辞
書として使える実用的なページ
があり、英語の基本ルールを確
認するのに便利である。

○
外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 329
Revised Vision Quest
English Expression Ⅰ
Standard

1

自己紹介やスポーツなど身近な
話題から社会問題などの題材が
扱われ、基本からの文法力と表
現力を養える内容になってい
る。

各課とも、文法を含むモデル会
話+文法解説+演習+発信活動の構
成になっていて、文法力と表現
力を育めるようになっている。

写真・イラスト・図表は大き
さ、配置ともに適切である。辞
書として使える実用的なページ
があり、英語の基本ルールを確
認するのに便利である。

外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 330
Vision Quest English
Expression Ⅰ Core

自己紹介やスポーツなど身近な
話題から社会問題などの題材が
扱われ、核となる基本の文法力
と表現力を養える内容になって
いる。

各課とも、文法を含むモデル会
話+文法解説+演習+発信活動の構
成になっていて、文法力と表現
力を育めるようになっている。

イラストや図が多く取り入れら
れていて、視覚的に理解できる
ようになっている。

外国
語

50 大修館 英Ⅱ 321
Departure English
Expression Ⅱ Revised

身近なテーマから徐々に世界を
広げていけるよう、課が配列さ
れている。

Part１～２は聞き取りによる導
入、Part３以降はブレーンス
トーミングから展開する構成に
なっている。文法事項、書く・
話す活動、ともに学習が進むに
つれて難易度が高くなるように
配慮されている。

本文や語句のヒント・コラムの
ほか、写真・イラストなどが適
切かつ見やすく配置されてい
る。

○
外国
語

61 啓林館 英Ⅱ 307
Vision Quest English
Expression Ⅱ

3

英語表現Ⅰでの学習内容を発展
させて、表現活動ができるよう
になっている。日本語発想をよ
り自然な英語表現にできるよう
な配慮がなされており、自由英
作文まで段階的に取り組めるよ
うな構成となっている。

パートが３つに分かれており、
文法項目の復習、パラグラフラ
イティング、プレゼンテーショ
ン活動と段階的に学習すること
ができる。

各ページにある設問やExercise
の指示文が的確であり、各項目
でどのようなTaskに取り組むべ
きなのかが明確である。

外国
語

177 増進堂 英Ⅱ 327
MAINSTREAM English
Expression ⅡSecond
Edition

生徒に身近な題材が取り上げら
れている。スピーチ、プレゼン
テーション、ディスカッショ
ン、ディベートのための表現や
エッセイや創造的な文章を書く
ための活動ができるよう編集さ
れている。

全20課が６つのパートに分けら
れ、それぞれにスピーチから創
造的な英文を書く、までの目標
が掲げられている。各課は４
ページまたは８ページ構成であ
る。

写真・イラスト・図表はやや小
さめだが、適切に配置されてい
る。巻末に語彙・表現集とモデ
ル対話の訳例が掲載されてい
る。

家庭 6 教図 家基 313
高等学校 家庭基礎　グ
ローバル＆サスティナビリ
ティ

登場人物が設定されており、時
間軸と空間軸が連動されるので
わかりやすい展開になってい
る。調理実習においては出来上
がるまでの目安時間があり、さ
らに調理時間の短いものがあ
り、1時間の時程でも学習の設定
がしやすい。

登場人物が設定されているので
イラストに統一感がある。再度
研究の結果、左右の端は言葉の
説明や写真などの構成で、理解
しやすいことがわかる。

各章に学習の目標があり、何を
学ぶべきかすぐにわかる表現で
ある。吹き出しが少なく、コラ
ムやチャレンジのイラストに工
夫があると良い。

○ 家庭 7 実教 家基 314
新家庭基礎　パートナー
シップでつくる未来

1
2

現状分析が最初にできるので課
題を見つけ、解決し、実践しや
すい流れになっている。世界の
状況もわかりやすい表現でグ
ローバルに理解しやすい。コラ
ムの内容も再度研究して興味・
関心を引き出せる。

配置が見やすく、資料も適量で
理解しやすい。写真やイラスト
と文章の構成もバランスが良
い。Ｂ４判に広げて見る事ので
きる資料も有りわかりやすい装
丁になっている。

丁寧で理解しやすい表記であ
る。イラスト、グラフ、写真も
鮮明でとても見やすい。言葉の
表現も高校生が理解しやすく
なっている。

家庭 183 第一 家基 320
高等学校　新版　家庭基礎
ともに生きる・持続可能な
未来をつくる

単元の内容がわかりやすい。図
やイラストで流れを丁寧に説明
しているので実践しやすい。再
度研究したが、イラストがもう
少し丁寧に繊細であると良い。

グラフや図表など構成がわかり
やい。装丁もＢ５以上なので文
章がもう少し多いと、さらに充
実すると思われる。

流れを説明することや時間の流
れを表現するのにイラストや図
表が的確に使用されていて学び
やすい表記である。浴衣の着付
けがわかりやすい。

情報 2 東書 社情 310 社会と情報 　

内容が豊富で実習と理論がバラ
ンスよく配分されていており、
その連係が図られている。実習
例は豊富に用意されており、生
徒の実情に合った内容が選ぶこ
とが出来る。

実習編と理論編に分かれてお
り、理解しやすい構成になって
いる。また、理論編・実習編の
順になることで、理論から実習
へ導入しやすくなっている。

図・表・イラスト等が豊富に盛
り込まれており、内容が理解し
やすいような表記になってい
る。

○ 情報 7 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版 3

身近で具体的な例を用いて説明
されており、活用がしやすい。
またイラストやフローチャート
で説明がされている部分が多
く、内容をイメージできるよう
になっている。

それぞれの単元を数ページに
渡って詳細に説明しており、例
題も豊富でわかりやすい構成に
なっている。

わかりやすいイラストや図、話
の流れが見やすいフローチャー
トが豊富に盛り込まれている。
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番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立橘高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

情報 104 数研 社情 314
改訂版　高等学校　社会と
情報

情報モラルの指導に配慮してお
り、また、プレゼンの流れや注
意点も詳しく説明している。電
子メールの注意点がまとまって
おり、新しいコミュニケーショ
ンツールにも対応している。

随所に実習やExerciseの欄があ
り、様々な実習に対応できる。
分量も適切な量である。

巻末に、ワープロや表計算の操
作方法がわかりやすく表記され
ている。また、資料も充実して
おり生徒が主体的に学ぶことが
できるように工夫されている。

情報 2 東書 情科 306 情報の科学 　

標準的な用語などについては網
羅されている。さらに、挿絵が
多く、理解を手助けする内容と
なっている。

実習編と理論編に分かれてお
り、理解しやすい構成になって
いる。また、理論編が先に来る
ことで授業で活用しやすくなっ
ている。

文章による説明もあるが、図解
が多く、理解しやすい表記と
なっている。

情報 7 実教 情科 307 最新情報の科学　新訂版 　

標準的な用語などについて網羅
されており、特に問題解決の章
については、実習を交えたやや
深い部分まで記載されている。

基礎的な内容から導入し、徐々
に発展した学習ができる構成に
なっている。特に専門的な用語
などについては適宜注釈がつい
ており、主体的な学習を促すこ
とも出来る。

文章による説明が中心となって
いるが、やや難しい部分につい
ては必要に応じて図解が挿入さ
れており、理解しやすい表記と
なっている。

○ 情報 104 数研 情科 309
改訂版　高等学校　情報の
科学

1

標準的な用語に加えて、専門的
な用語も押さえてある。説明も
しっかりと盛り込まれており、
専門的な内容まで理解しやすい
内容となっている。

全４章で構成されているが、各
章で取り扱う内容を明確に分け
てあり、扱いやすい構成になっ
ている。

文章・図解ともにバランス良く
使用されているが、比較的文章
による説明が多い。図解は適切
に盛り込まれ、理解するのを手
助けしている。
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発行
番号 略称 記号 番号

国語
総合

17 教出 国総 342 国語総合  

評論教材がたいへん充実してい
る。小説は、定番の作品がもれ
なく選定されている。読解から
表現へつなげる工夫が随所に見
られる。

適量である。古文・漢文編では
基礎力を高められるよう解説が
充実している。

本文・脚注の大きさが従来並
み。カラーページの充実度が足
りない。

○
国語
総合

50 大修館 国総 344
国語総合　改訂版　現代文
編

1

小説は近現代文学の珠玉の作品
を厳選し、安心して授業できる
名作が多い。

適量である。古文・漢文編では
基礎力を高められるよう解説が
充実している。

漢字や語句など基礎基本が身に
つく基本設計。学習意欲を高め
る、見やすく機能的なレイアウ
トである。

○
国語
総合

50 大修館 国総 345 国語総合　改訂版　古典編 1

教材は古文・漢文とも高校一年
生に相応しい教材をバリエー
ション豊かに網羅されている。

適量である。古文・漢文編では
基礎力を高められるよう解説が
充実している。

漢字や語句など基礎基本が身に
つく基本設計。学習意欲を高め
る、見やすく機能的なレイアウ
トである。

国語
総合

143 筑摩 国総 355
精選国語総合　現代文編
改訂版

論理的思考力を身につけさせる
には適している教科書である。
また、内容もよく精選されてお
りレベルが高い。

構成・分量ともに十分である。 図版が豊富であり理解を助ける
のに便利である。

国語
総合

143 筑摩 国総 356
精選国語総合　古典編　改
訂版

論理的思考力を身につけさせる
には適している教科書である。
また、内容もよく精選されてお
りレベルが高い。

構成・分量ともに十分である。 図版が豊富であり理解を助ける
のに便利である。

○
現代
文Ｂ

50 大修館 現Ｂ 329 現代文Ｂ　改訂版　上巻 2

幅広いジャンルから定番教材を
押さえつつ、入試頻出のテーマ
を押さえた評論教材が収録され
ている。また「表現編」では
「小論文対策」が新設され、生
徒への指導に役立つ。

上下分冊になっており、高校生
のうちに読んでおきたい小説が
多数収録されている。また評論
教材が24本から28本に増補さ
れ、幅広いテーマを学習するこ
とが可能である。

やや文字が小さめに感じられる
が、写真やグラフ、注釈が充実
しているため、生徒の理解を助
けてくれる工夫がされている。

○
現代
文Ｂ

50 大修館 現Ｂ 330 現代文Ｂ　改訂版　下巻 3

幅広いジャンルから定番教材を
押さえつつ、入試頻出のテーマ
を押さえた評論教材が収録され
ている。また「近現代評論史」
では「現代文史年表」とあわせ
て、評論史・文学史の理解が可
能である。評論での重要語の解
説も載っているため、理解の手
助けとなる。

上下分冊になっており、高校生
のうちに読んでおきたい小説が
多数収録されている。また評論
教材が24本から28本に増補さ
れ、幅広いテーマを学習するこ
とが可能である。

やや文字が小さめに感じられる
が、写真やグラフ、注釈が充実
しているため、生徒の理解を助
けてくれる工夫がされている。

現代
文Ｂ

183 第一 現Ｂ 340
高等学校　改訂版　標準現
代文Ｂ

定番教材をおさえつつ、評論で
は自己・社会などの短く親しみ
やすい教材も収録されている。

短く親しみやすい教材を収録し
つつ、物事を捉える視点が抵抗
なく学べるようになっている。

作品の理解を深められるような
カラーで見やすくまとまってい
る。

現代
文Ｂ

212 桐原 現Ｂ 320 現代文Ｂ  

各ジャンルをバランスよく配置
し、段階を踏んで理解を深めら
れるようにしている。評論は基
礎固めが出来る構成になってお
り、小説は定番の教材をおさえ
つつ、作家独自の世界観を味わ
うことができる構成となってい
る。

二部構成＋表現編となってい
る。定番の教材をおさえつつ、
学力の定着・向上がはかれるよ
うな構成になっている。

文字の大きさは、大きくはない
が、見やすいフォントを使用し
てる。挿絵などは少ない。

古典
Ａ

15 三省堂 古Ａ 306 古典Ａ  

本文中には現代語訳が入ってい
て、古典に抵抗感をもっている
者には学びやすい作品が多い構
成で、初心者にも取り組みやす
い内容となっている。

現代語訳や脚注がやさしく書か
れている。各単元の分量も適切
である。

版が大きく活字の文字も大きく
読みやすい。本文を補うイラス
トが魅力的で古典学習を進める
うえで扱いやすい。

古典
Ａ

17 教出 古Ａ 302 古典文学選　古典Ａ  

物語や評論などのジャンルから
様々な作品を抜粋している。コ
ラムなどがあり、時代背景など
がイメージしやすくなってい
る。

分量は適当である。脚注が多
く、物語を読み進めやすいよう
に工夫されている。

色使い・挿絵などが控えめに
なっている。

○
古典
Ａ

50 大修館 古Ａ 307 古典Ａ　物語選 2

教材がジャンルごとに編成さ
れ、かつテーマごとにまとめら
れているので取り組みやすい。
また古文・漢文ともに、平易な
教材が揃っている。

構成が見開きとなっているので
見やすい。

わかりやすく工夫した表現をし
ている。系図や年表が多用さ
れ、随筆や物語に登場する人物
の関係性が一目でわかるように
なっている。

○
古典
Ｂ

2 東書 古Ｂ 331 精選古典Ｂ　古文編 3

幅広いジャンルから定番教材か
ら入試に対応できる教材が収録
されている。古典参考図録も豊
富で、古文の中での一般常識も
載っており、当時の状況の理解
を手助けしてくれる。

古文編・漢文編の２分冊構成で
あり，必要に応じて生徒の実状
に合わせて授業展開が可能であ
る。二部構成になっているた
め、段階を追った学習が可能で
ある。

適切な図版が用いられ、現代の
文化と古典世界とのつながりを
考えさせるエッセイなども充実
している。

○
古典
Ｂ

2 東書 古Ｂ 332 精選古典Ｂ　漢文編 3

漢文作品として定評ある作品を
多く収録しており、注釈もわか
りやすい。また各単元で出現す
るごとに句法の説明があるの
で、自学自習にも適している。

古文編・漢文編の２分冊構成で
あり，必要に応じて生徒の実状
に合わせて授業展開が可能であ
る。幅広い分野からの作品で構
成されているため、多様かつ柔
軟な指導が実現できる。

適切な行間が取られているた
め、見やすい。また各単元を理
解するには適切な配置がなさ
れ、付録部分も充実している。

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立　高津　高等学校（全日制課程）
教科書名

購入
学年

表記・表現構成・分量・装丁内容
教科
区分

採択
候補

教科書
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古典
Ｂ

183 第一 古Ｂ 322 高等学校　古典Ｂ　古文編  

幅広いジャンルから定番教材や
入試に対応できるような教材が
収録されている。読み比べの為
の資料が収録されていたり、文
法の要点をおさえる為のコラム
が掲載されていたりと、内容が
充実してる。

二部構成になっているため、段
階を追った学習が可能である。
脚注も充実しているが、間隔が
狭く読みづらさも感じられる。

古文常識を学ぶための口絵や写
真が掲載されており、イメージ
しやすくなっている。

古典
Ｂ

183 第一 古Ｂ 323 高等学校　古典Ｂ　漢文編  

幅広いジャンルから定番教材や
入試に対応できるような教材が
収録されている。作品ごとに基
本句形を抽出し、脚注に整理し
てあるため、基礎学力の定着が
目指せる内容となっている。

二部構成になっているため、段
階を追った学習が可能である。
本文中にルビが多く振られてい
るため、生徒自身の自主的な学
習が可能である。

ルビが多く振られているため、
見づらく感じられる。教材に関
係する説明文は充実している。

古典
Ｂ

212 桐原 古Ｂ 327 古典Ｂ  

定番教材や入試に対応できるよ
うに幅広いジャンルを収録して
いる。

本文が見開き２ページではな
く、表裏で掲載されており、読
みにくい教材もある。語句の説
明は充実している。

カラーの口絵や漢文の重要句形
一覧が載っているなど資料は充
実している。説明文の間隔が狭
いように感じられた。

地理
歴史

2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ  

各ページの見開きの項目は最大
でも５項目という事で、わかり
やすく読みやすいように構成さ
れ工夫されている。世界史年表
が見やすい内容となっている。

小見出しを各ページの左側にお
き、その下に関連した人物や写
真を並べてあり、一目で学習課
題が把握できるように工夫され
ている。分量は適切である。

表現はコンパクトにまとめら
れ、比較的短い記述でわかりや
すくなっている。平易な内容で
誰でも読みやすく工夫されてい
る。コラム欄を使って重要事項
を解説している。

地理
歴史

35 清水 世Ａ 313
高等学校　世界史Ａ　新訂
版

時代区分が明瞭で学習しやす
い。「コラム」が充実している
ため、学習の手助けになってい
る。地図や資料が豊富で見やす
い。自ら調べる意欲を促すこと
ができる。

見開きで一時間扱いが可能な構
成となっているため扱いやす
い。分量は適切である。小見出
しの中は三項目程度でシンプル
にまとまっていて、とても見や
すく構成されている。

「世界の歴史と日本」や本文の
記述はわかりやすい言葉を使用
して表現されている。あまり取
り上げない項目もあり新鮮な内
容となっている。

○
地理
歴史

81 山川 世Ａ 316 世界の歴史　改訂版 2

地図帳並みの地形図で世界をつ
かみやすくなっている。時代の
変遷を略地図で表すなどの工夫
がなされている。各ページに小
見出しが付いていて、学習の目
標がわかりやすくなっている。

資料や図版がとても多く、大き
くて見やすい。解説も丁寧でわ
かりやすい。各ページでの略地
図が、理解を容易にしていて、
出来事がどこで起こったものな
のかがつかみやすい。

シンプルな表記でありながら、
図や表・写真と合わせることに
より、出来事がどこで、どう
なったのかをつかみやすく表現
している。時代の変化を理解し
やすい。

地理
歴史

2 東書 世Ｂ 308 世界史Ｂ  

難解な記述が少なく、興味を持
ちやすく歴史を連続して概観す
ることができる。地図が多く掲
載されていて、地理的な分野と
併せて理解することが可能であ
る。

分量は適当であり、すっきりと
した構成となっている。写真や
図版の配置が適切でとても見や
すい。側注が多めで、関連して
知りたいことがすぐにわかるよ
うに構成されている。

各章や各編の最初のページは時
代を象徴する出来事を写真で掲
載してあるため、一目で概観で
きるように表現が工夫されてい
る。表記は平易でわかりやすい
ものとなっている。

地理
歴史

7 実教 世Ｂ 309 世界史Ｂ　新訂版  

入試の出題傾向にも対応してい
る。各種コラムが設定されてい
て、理解を深めることが可能で
ある。日本史に関わる記述も比
較的多い。記述は丁寧で要点を
しっかりつかんでいる。

シンプルな構成となっているた
め、授業展開がしやすい。戦後
史は国際関係を概観してからの
内容となり、全体的な歴史の流
れがつかみやすくなっているた
め、興味を持ちやすい。

文章は平易な記述で、生徒に
とってはとても読みやすい。内
容の理解を助ける、視聴覚資料
が豊富で適切に配置されてい
る。また、地域別のインデック
スは学習の手がかりとなる。

○
地理
歴史

81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版 3

基本的な事柄が充実していて詳
細でわかりやすい記述となって
いる。地図が多めに掲載されて
いるため、出来事がどこで起き
たのかがすぐわかる。

シンプルな構成でまとめられて
いる為、取り扱いしやすい。各
部のまとめとして主題学習が設
定され、多面的な学習活動が可
能である。入試に十分対応する
分量となっている。

難しい表記は少なく、平易な表
記が多いため、比較的抵抗感な
く読み取ることができる。側注
は少ないが、詳しく記述され、
各資料のコメントも充実してい
る。

地理
歴史

81 山川 日Ｂ 314 高校日本史　改訂版  

写真・地図・グラフ・系図など
が豊富で、カラーユニバーサル
デザインに配慮するなど、視覚
的な理解が深まるよう工夫され
ている。

原始・古代、中世、近世、近
代・現代の4部構成になっている
が、特に近代・現代の経済分野
の内容が充実している。また、
主体的な学習を促す内容も取り
入れている。

やさしい文章で、基本的な歴史
の流れが把握しやすい。また、
ふりがなも丁寧にふってあるの
で読みやすい。資料にも読み下
し文が多い。

地理
歴史

81 山川 日Ｂ 315 新日本史　改訂版  

各部の扉のページには、日本と
世界における大きな時代の流れ
が書いてあり、総合的な歴史を
把握するのに適している。

本文も読みやすく、すっきりと
したレイアウトになっている。
また、地図や図版も大きく見や
すい。本文を補うコラムも充実
している。

出来事の因果関係を重視した内
容を理論的に記述してある。内
容が詳細であるため、脚注も必
要最小限度にとどめてある。

○
地理
歴史

81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 3

本文は基本的事項の内容が充実
しており、かつ豊富に記述され
ている。図版や写真なども多く
記載されており、脚注には詳細
な記述でより高度な内容にも触
れている。

原始・古代、中世、近世、近現
代の4部構成になっており、各時
代の特徴を捉えやすくなってい
る。各部のはじめに年表を記載
し、その時代に何が起きたのか
わかるようになっている。

図版は配色に留意し工夫を凝ら
している。写真がコンパクトに
提示されている。

地理
歴史

221 明成社 日Ｂ 302 最新日本史  

学習指導要領に適した内容と
なっている。歴史理解のため、
豊富にコラムが設けられてい
る。人物を多く紹介し、生き方
を通じて歴史の全体像をつかむ
よう工夫されている。

Ｂ５判サイズ316ページから構成
されている。記述内容が精選さ
れ、無駄を省いた簡潔明瞭な文
章となっている。

記述内容は精選され、本文は縦
書きで表記されている。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 1

基礎的事項が体系的に整理され
充実している。大きな図版や写
真、模式図等で、地形や機構の
自然環境の概念をわかりやすく
説明している。

一つの単元が見開きで、まとま
りがあり、学習計画を立てやす
い。世界すべての地域をカバー
しているが、分量や配列は適切
である。

文章表現も平易で、見やすく読
みやすいフォントを使用するな
ど工夫してる。図版資料も豊富
で見やすく工夫がなされいる。

地理
歴史

130 二宮 地Ａ 309 基本地理Ａ  

導入部は工夫されており生徒に
親しみやすい内容である。各単
元を通し日本と世界のつながり
が体系的に記述されると共に、
随所に生徒の興味をひくコラム
が設けられている。

図表や地図・写真などが豊富に
使用されている。また必要に応
じて活動しながら学習するペー
ジも設けられ生徒が理解を深め
やすい。

　文章表現がわかりやすく生徒
が理解しやすい。注記表現も工
夫され見やすい。色使いも配慮
されている。
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○
地理
歴史

46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 3

基礎的な事項がわかりやすく解
説されている。系統地理の全分
野、地誌においても全地域が扱
われている。

紙面が大きくて見やすく、内容
の分量も適切である。図表や写
真を本文内容にあわせて活用で
きるよう工夫されている。

文章表現は理解しやすい。重要
な用語には関連のあるページが
参照ページとして記載されてお
り学習しやすい。

地理
歴史

130 二宮 地Ｂ 305 新編　詳解地理Ｂ改訂版  

基本的な事項、重要項目がもれ
なく丁寧に説明されており、知
識を確実に定着させることがで
きる。系統地理単元でも地誌単
元でも、日本についての記述が
豊富である。

本文の記述にあわせて図表や写
真がレイアウトされている。世
界の諸地域をカバーしており、
充分な分量となっている。

カラーユニバーサルデザインが
配慮されており、色覚に特性の
ある生徒にも読み取りやすい。
印刷の発色がよく、写真や図表
が美しい。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図 1

詳細な地図を基本に豊富な主題
地図が配置されており、様々な
用途に対応できる。地形や気候
に関する図版も適切で充分な統
計資料を掲載している。

オーソドックスな構成で資料も
豊富に掲載されており、各領域
内容がバランスのとれた配置と
なっている。インデックスが設
置されており、利便性を高めて
いる。

伝統的な等高段彩表現が用いら
れており、見やすい配色で、地
形の概観を理解しやすい。主要
図に位置図が併記され、地球上
の位置理解を促進している。

地理
歴史

130 二宮 地図 314 高等地図帳　改訂版  

地域図に歴史資料が配置されて
いる。世界史の資料としても有
用なだけでなく、歴史的背景を
ふまえた地域認識が、より現実
的に、より印象深く、地域理解
を進める内容となっている。

歴史的資料や歴史地図の比重が
高いが、自然や政治、経済、時
事問題に関する図判や資料も適
切に配置されている。変形判の
装丁は机上で開き続けるのに利
便性が高い。

変形版の採用にともない、横長
の地域図、世界図が多用されて
おり、併置資料も横置きになっ
ている。コンピューター画面に
慣れたものには見やすい表記と
なっている。

○ 公民 2 東書 現社 313 現代社会 3

基礎的内容から発展的内容まで
バランスよく配列され、理解し
やすい。写真・図版・資料が精
選され、適切である。詳細な文
章で説明されており、わかりや
すい内容になっている。

全体的に適正な構成と分量であ
る。図版と文章の配分が適切
で、全体の構成がまとまってい
る。

適切な表現で、詳細に記述され
わかりやすい。写真・図版が理
解しやすいように表現されてい
る。

公民 7 実教 現社 314 高校現代社会　新訂版  

本文の記述は詳しく丁寧に表現
されており理解しやすい内容に
なっている。時事問題が豊富に
扱われていて、生徒が興味関心
を持てるように工夫されてい
る。

「Q＆A」や「Seminar」などが設
定されており、詳しい理論や制
度、最新の話題や動向について
生徒が学習をより深められる構
成となっている。

より高度な内容が詳細に記述さ
れており、丁寧でわかりやすい
表現である。図版や資料が効果
的に盛り込まれている。

公民 35 清水 現社 316
高等学校　現代社会　新訂
版

学習指導要領の内容に適してお
り、授業を進める上で適切であ
る。高度な内容で質・量ともに
充実している。史料・図説・写
真が豊富で、歴史の理解・応用
まで十分な内容になっている。

質・量が豊富であり、内容が体
系的、発展的に配列・記述され
ている。

豊富な史料・写真・図説が十分
な理解に役立つ。

○ 公民 2 東書 倫理 311 倫理 2

基礎・基本を中心にコンパクト
にまとまっている。また、生徒
の興味・関心を高めるような図
版や写真が数多く使用されてい
る。

生徒にとって身近な具体的事例
や時事問題が豊富に扱われてい
る。また、難解な内容はQ＆A方
式でわかりやすく解説されてい
る。

導入部分で漫画や写真が多く用
いられている。また、コラムな
どの資料も新しいものを扱うな
どの工夫がなされている。

公民 35 清水 倫理 308 高等学校　新倫理　新訂版  

基礎的な学習事項が丁寧に記述
され、知識を補い理解を深める
工夫がなされている。また、言
語活動の展開など、生徒の主体
的に考察･学習していく内容にも
なっている。

Ａ５判サイズ216ページで系統的
に構成されている。各編･章ごと
のページ配分や分量も適切で扱
いやすい。

オールカラー印刷で写真や地
図、概念図などが豊富に掲載さ
れ、学習に際して効果的であ
る。適切な分量･範囲で見出しを
設けるなど工夫されている。

公民 81 山川 倫理 309 現代の倫理　改訂版  

用語を多く取り上げ丁寧に記述
して詳細な内容となっている。
先哲の思想や現代の課題を的確
に盛り込み、生徒が理解しやす
い内容である。

Ａ５判サイズ218ページで構成さ
れている。各節の冒頭には、先
哲の言葉や資料も掲載して工夫
している。

コラムに工夫があり生徒の関心
を引きやすい。また、資料や写
真も充実している。

○ 公民 7 実教 政経 313 最新政治・経済　新訂版
2
3

各章の導入部分にある説明文が
わかりやすく、生徒の興味・関
心を高めるものになっている。
原典資料も多く、複雑な思想内
容もわかりやすい図解で整理さ
れている。

見やすさ、使いやすさを意図し
た構成になっている。本文で基
本事項をおさえ、脚注でさらに
理解を深める工夫がされてい
る。

各節の最初に置いてあるリード
文が平易な文章で書かれてお
り、学習内容が生徒に伝わりや
すい。

公民 183 第一 政経 309
高等学校　改訂版　政治・
経済

基本的な内容を中心にまとめら
れている。具体的な事例を中心
に展開されている。課題探求学
習では、多角的･多面的に学ぶこ
とができるよう工夫されてい
る。

第１・２編で学習における着眼
点が明確に示されており理解し
やすい工夫がなされている。第
３編では例を設けて課題探求学
習を行いやすくなっている。

すべてカラーページとし理解し
やすい。本文記述や図表におい
て歴史的な面が重視されており
理解しやすい。

公民 183 第一 政経 310 高等学校　新政治・経済  

基礎基本を重視した的確な内容
で事例も適切である。第３編で
は「スキルアップ」を設け、課
題探求学習の方法を詳細に説明
し生徒の学習が深まる工夫がさ
れている。

Ｂ５判サイズ160ページで構成さ
れている。見開き２ページで１
テーマとコンパクトにまとめら
れていてわかりやすい構成であ
る。

平易でわかりやすい記述であ
り、図や表・グラフも豊富に配
置され生徒の理解の助けとな
る。

○ 数学 2 東書 数Ⅰ 301 数学Ⅰ 1

例・例題の解説が丁寧で、問、
節末問題、章末問題と段階的に
レベルアップできる。問は例・
例題と同レベルの問題を扱い、
基礎・基本の知識定着に役立
つ。参考・発展の内容も充実し
ており例題と演習も用意され、
基礎から応用まで網羅されてい
る。

Ａ５判で見やすく使いやすい大
きさである。見開きで説明がま
とめてあり「例題」や「問い」
の量も適切である。

色の配色は色数を抑え、色の濃
淡で表現されている。
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数学 61 啓林館 数Ⅰ 325 数学Ⅰ改訂版  

導入部分や例題の解説部分が丁
寧に細かく記載してあり、基礎
学力の定着や理解に役立つ。ま
た、コラム欄には更に発展的な
考え方が紹介してあり、興味・
関心を持って学習を行うことが
できる。学習だけでなく、考え
の幅を広げている。

構成・分量ともに適切である。 カラーバリアフリーに対応した
デザイン・配色に配慮してい
る。

数学 104 数研 数Ⅰ 327 改訂版　数学Ⅰ  

図を用いた解説が丁寧であり、
基礎から入試レベル問題まで幅
広く対応した編集がなされてい
る。また、授業の流れを考慮
し、応用問題までスムーズに到
達できるよう配慮されており、
良問が適切に配置されている。

適切な問題が充実している。 丁寧で適切にまとめられてい
る。色彩が落ち着いていて、見
やすい。

○ 数学 2 東書 数Ⅱ 301 数学Ⅱ 2

例・例題、問、節末問題、章末
問題と段階的に無理なくレベル
アップできる。問は例・例題と
同レベルの問題を扱い、基礎・
基本の知識定着に役立つ。ま
た、生徒の理解度に合わせ弾力
的な取り扱いができるように編
集されている。

構成は適切である。分量は発展
的内容・課題学習を多く含み、
盛りだくさんである。

色の配色は色数を抑え、色の濃
淡で表現されている。

○ 数学 2 東書 数Ⅱ 302 新編数学Ⅱ 2

例・例題と問の間に難易の
ギャップが少なく、授業が円滑
に行えるよう工夫がされてい
る。また、基礎・基本が定着し
やすいよう、内容が簡潔であ
る。数Ⅰとのつながりも配慮れ
ており、生徒が取り組みやすい
ようまとめられている。

丁寧な記述で構成されている。
分量的にも適切である。行間が
広いため、読みやすい。

メリハリのある配色で重要箇所
がわかりやすい。

数学 61 啓林館 数Ⅱ 325 数学Ⅱ改訂版  

基礎的な内容から応用までの設
問がコンパクトにまとめられて
おり、学力差に応じた授業を展
開しやすいよう工夫がなされて
いる。例のあとにすぐ問いがあ
り、取り組みやすい。

構成は理解しやすく工夫されて
おり、分量も適切である。

色の配色は色数を抑え、色の濃
淡で表現されている。

数学 61 啓林館 数Ⅱ 326 新編　数学Ⅱ改訂版  

基礎・基本が充実している。ま
た、各章末に「ふり返り」の頁
があり、公式や既習事項の確認
がしやすいよう工夫がなされて
いる。例のあとにすぐ練習があ
り、取り組みやすい。

構成・分量ともに適切である。 メリハリのある配色で公式、
例、例題、練習がわかりやす
い。また、図が見やすい。

○ 数学 2 東書 数Ⅲ 301 数学Ⅲ 3

学習事項・問題がコンパクトに
網羅されていて使用しやすい具
体例からの導入図解色を使った
説明　数学的楽しさが体感でき
るよう工夫されている。

構成は理解しやすく工夫されて
いる。豊富な練習問題を取り扱
い、分量は多めである。

本文の理解を助けるように、イ
ラスト、図、写真が適切に用い
られている。

数学 61 啓林館 数Ⅲ 307 新編　数学Ⅲ  

復習的な内容からの導入により
基本的な内容を定着できる。

見やすい構成であり、理解しや
すい。練習問題の分量も適切で
ある。

「今、何を学習しているか」と
いった学習の目標が常に明確に
与えられている。

数学 104 数研 数Ⅲ 308 数学Ⅲ  

問題のタイプが充実しており、
研究と発展で更にハイレベルな
問題も扱っている。また、授業
が進めやすいように配列、題材
が工夫されている。

例、練習、応用、研究、問題、
章末問題と段階的に扱うことで
無理なくレベルアップできるよ
う適切な問題が充実している。

丁寧で適切にまとめられてい
る。色彩が落ち着いていて、見
やすい。また、解説図が多数掲
載されている。

○ 数学 2 東書 数Ａ 301 数学Ａ 1

例・例題の解説が丁寧である。
また、問、節末問題、章末問題
と段階的にレベルアップでき
る。問は例・例題と同レベルの
問題を扱い、基礎・基本の知識
定着を期待できる。また、数学
Ⅰとの関連を配慮した編集と
なっており扱いやすい。

導入は数学的活動を取り入れた
具体例から入る作りとなってお
り、数学学習の意義や有用性を
重視した構成になっている。ま
た、学習のねらいが明確に示さ
れている。

色の配色は色数を抑え、色の濃
淡で表現されている。シンプル
で見やすい。

数学 104 数研 数Ａ 327 改訂版　数学Ａ  

図を用いた解説が丁寧であり、
基礎から入試レベル問題まで幅
広く対応した編集がなされてい
る。また、授業の流れを考慮
し、応用問題までテンポよく取
り組むことができるよう配慮さ
れている。

適切な問題が充実している。 丁寧で適切にまとめられてい
る。色彩も落ち着いており、見
やすい。

数学 183 第一 数Ａ 333 高等学校　数学Ａ  

重要な例題を押さえた構成で、
無理なく展開できる内容になっ
ている。また、入試問題を効率
よく学習できる。

構成は理解しやすく工夫されて
いる。また、分量も適切であ
る。

丁寧で適切にまとめられてい
る。また、色彩が落ち着いてい
て、見やすい。

○ 数学 2 東書 数Ｂ 301 数学Ｂ 2

例・例題、問、節末問題、練習
問題と段階的に無理なくレベル
アップできる。問は例・例題と
同レベルの問題を扱い、基礎・
基本の知識定着に役立つ。

各ページの頭の項目を統一する
ことで、学習に際し、より見や
すくしている。

色の配色は色数を抑え、色の濃
淡で表現されている。

○ 数学 2 東書 数Ｂ 302 新編数学Ｂ 2

例・例題と問の間に難易度の差
が少なく、授業が円滑に行える
よう工夫がされている。また、
基礎・基本が定着しやすいよ
う、内容が簡潔にまとめられて
いる。

例・例題→問→節末問題→章末
問題の順に、段階を追って一定
レベルの問題が過不足なく取り
上げられており、その分量も適
切である。

メリハリのある配色で重要箇所
がわかりやすい。
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発行
番号 略称 記号 番号
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採択
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教科書

数学 61 啓林館 数Ｂ 323 数学Ｂ改訂版  

例、例題、問、研究、節末問
題、章末問題と段階的に扱うこ
とで無理なくレベルアップでき
る。日常生活での関連事項など
を紹介した数学万華鏡や巻末広
場も充実している。

節末問題、章末問題の内容が充
実している。章末問題は２段階
に分かれていて、構成配分も適
切である。

色彩が多すぎず、ページ全体と
して見やすい。

数学 61 啓林館 数Ｂ 324 新編　数学Ｂ改訂版  

各章の始めにふり返りのページ
をおいている。例、問、例題、
練習、研究、確認問題、章末問
題と段階的に扱うことで無理な
くレベルアップできる。

確認問題、章末問題の内容が精
選されているので解きやすい。
章末問題は２段階に分かれてい
て、構成配分も適切である。

色彩が多すぎず、ページ全体と
して見やすい。例題では問題、
考え方、解が色分けしてあるの
でわかりやすい。

○ 理科 2 東書 物基 311 改訂　物理基礎 2

基本概念や法則など物理の系統
性を重視し内容がきめ細かく積
み上げられて、基本事項の正確
な理解が得られる内容になって
いる。また、重要用語には英訳
が付されている。

必修の学習内容は厳選されてい
る。また、取捨選択した指導が
行えるように、明確に区分けさ
れた発展的学習内容も配置され
ていて、構成・分量ともに適切
である。

図版の中の説明が詳しく、重要
な図ではポイントをカラーで示
すなど、理解を深める工夫がさ
れている。

理科 7 実教 物基 313 物理基礎　新訂版  

記述が簡潔で、原理や法則が無
駄なく理解できるよう工夫され
ている。また、生徒がつまずき
やすい内容は、Key flowとし
て、大切なポイントを順序よく
解説している。

構成・分量がともに適切であ
る。身近な事柄を多く取り上げ
て、工夫がなされている。

タイトルや重要用語、公式の文
字解説などに英語表記がされて
いる。

○ 理科 61 啓林館 物基 306 新編　物理基礎 2

物理的な現象がバランスよく簡
潔にまとまっており、図や表も
見やすく表記されている。生徒
が学習しやすい内容である。

図や写真の配置に工夫がされて
いて、生徒に印象が残りやすく
工夫されている。分量や構成も
適切である。

図版資料が豊富で、わかりやす
い説明がなされている。

○ 理科 2 東書 物理 308 改訂　物理 3

基礎・基本と合わせて入試を意
識した内容も記載されている。
物理基礎の内容もしっかりと
載っているので復習もかねて理
解を深められる内容である。

分量・計算式などが簡潔にまと
まっており、見やすい。

図やイラストが細部にあり、現
象を想像しやすい。１ページご
との構成になっているので、見
やすくなっている。

理科 7 実教 物理 302 物理  

基本的内容や典型的な問題につ
いて詳しく解説がされていて、
生徒にとって理解しやすい内容
になっている。身近なテーマと
物理との関係について理解しや
すい内容で取り上げている。

基本から発展まで演習問題が効
果的に配置されており、理解度
に応じて活用できるよう工夫さ
れている。

物理現象をより理解しやすくす
るため、実験に写真を入れた
り、図が見やすく工夫されてい
る。

理科 61 啓林館 物理 310 物理　改訂版  

物理基礎からの関連をよく踏ま
え、基礎を含めた知識の定着に
適している。また探究心を深め
るにふさわしい設問もある。

実験に関する記載が充実してお
り、その手順や様子まで把握す
ることができる。

わかりにくい現象や公式の所に
図解や注釈が多く、自己学習に
向けたバックアップがある。

○ 理科 2 東書 化基 313 改訂　化学基礎 1

取り組みやすい基礎的内容か
ら、さらに深く理解するための
発展的内容まで、幅広く学習で
きるように構成されている。興
味を持って学べるようコラムが
所々に配置されている。

教科書内の全問題に解答と解説
がついていてよい。構成も分量
も適切である。

記号や計算単位などの使用が適
切である。また、図表なども効
果的に使われている。目次に教
科書で注目すべき記号などもま
とめられている。

理科 7 実教 化基 315 化学基礎　新訂版  

授業に必須の内容、実情に合わ
せて取捨選択したい内容、さら
に学問的に詳しく掘り下げたい
内容が、それぞれはっきり区分
けされている。発展的な学習内
容も充実している。

構成も分量も適切である。知識
がしっかりと身につく構成に
なっている。

平易な表現でわかりやすく表現
されている。写真が見やすくイ
ラストも豊富で丁寧である。

理科 61 啓林館 化基 318 化学基礎　改訂版  

上位科目「化学」の内容も盛り
込みながら、豊富な内容を図や
写真を用いてまとめている。章
末問題の解答・解説が非常に詳
しく、生徒の自学自習が可能な
内容になっている。

構成がわかりやすくなり、発展
的内容が充実している。図やフ
ローチャートも見やすくなって
いる。

図や写真の配置が工夫されてい
て、本文の内容を直感的かつ具
体的に理解できるように工夫さ
れている。

○ 理科 2 東書 化学 308 改訂　化学 2

解説が丁寧で、理解しやすい。
既習事項の内容を一目でわかる
ようにしたり、各編の始めに化
学史を掲載したりするなど、生
徒が興味・関心を高める工夫が
なされている。

「コラム」や「PLUS」といった
凡例により、生徒の思考を深い
ものにする構成となっている。
分量は適切である。

文章もわかりやすく、写真やグ
ラフ、図などが豊富である。ま
た、用語の英語表記もなされて
いる。

理科 7 実教 化学 310 化学　新訂版  

基礎から発展まで幅広く掲載し
てあるため、網羅的に学習して
いくことができる内容である。
入試を意識した発展的な設問も
ある。

周期表に関しては写真が豊富に
掲載してあり、無機物を学習し
ていくうえで非常に理解しやす
い資料になっている。

論述問題があるゆえか、分量が
多いように感じる。しかし、論
述問題を扱う機会は多くないの
でよい。

理科 61 啓林館 化学 312 化学　改訂版  

基礎的・基本的および発展的な
内容の取扱いが詳細で適切であ
る。身近な物質の例や写真が数
多く載っている。

文章・図とも分量が適切であ
り、基本的な内容を理解しやす
い。また編ごとのつながりがわ
かりやすい構成がされている。

実際の写真や私生活での活用例
が多く記載されており、親近感
を持ちやすい。

理科 2 東書 生基 311 改訂　生物基礎  

各節ごとにNAVIとして、各章の
流れが確認できる工夫がなされ
ており、必ず質問から入るよう
な作りになっている。各ページ
の帯には流れが確認出来るよう
に工夫されている。

内容が見開き２ページ内に収ま
るように構成されている。本文
は簡潔で内容が精選されてお
り、程度・分量ともに適切であ
る。

カラーの図や写真が必要な箇所
にふんだんに盛り込まれてい
る。図や写真の質が高く、学習
内容のつながりを意識させる工
夫がなされている。
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○ 理科 7 実教 生基 313 生物基礎　新訂版 1

学習した内容が互いに結びつい
ていることを意識させるため
に、表記方法を工夫している。
各章のまとめでは、生徒が自主
学習を行うことができる工夫が
ある。

構成も分量も適切である。問題
の解答が巻末にあり見やすく工
夫されている。

イラストやカラー写真を用い
て、視覚的に理解できるように
工夫されている。また、本文中
の行間に青字で写真掲載ページ
が記載されている。

理科 61 啓林館 生基 315 生物基礎　改訂版  

動物の恒常性や刺激と反応の分
野を中心に図が多く用いられて
おり、視覚的にわかりやすい。
基本的な内容から発展まで広く
掲載されている。

内容を見開き構成にしたり、グ
ラフや図・表を読み解く問題を
各所に配置するなど構成もよ
く、分量も充実している。

重要内容については図を大きく
配置して、視覚的に理解しやす
いように工夫された表記方法で
ある。

○ 理科 7 実教 生物 308 生物　新訂版 3

基本を押さえつつも文章を簡潔
にすることで要点を押さえやす
い構成になっている。重要な学
習事項が取り上げられ、わかり
やすく説明されている。

章末問題が一問一答形式であ
り、自身の学習度を総合的に判
断する指標とすることができ
る。

見開きで掲載された図解やカ
ラー写真が豊富であり、実態を
連想しやすい。

理科 7 実教 生物 305 生物  

指導要領の内容が過不足なく簡
潔に記述されている。最新の話
題も学習内容として取り上げら
れている。既習内容との関連を
はかるために、復習も適所に取
り上げられている。

本文に「問」、章末に「まと
め」を設置し、生徒自ら学習項
目を予習・復習できるような構
成になっている。程度・分量も
適切である。

紙面のレイアウトは見やすく、
図の中で連続的変化を示すもの
は色を統一するなど、色が有効
に使われている。

理科 104 数研 生物 310 改訂版　生物  

復習から応用・発展まで着実な
学習を行っていける構成になっ
ている。どこを押さえておくべ
きなのかが明確である。

研究や+αの部分が充実してお
り、幅広い学習を行うことがで
きる。

イラストやカラー写真を用い
て、視覚的に理解できるように
工夫されている。また、索引が
充実しており単語を調べなおす
のにも活用できる。

○
保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 1

内容構成が適切で、資料等も充
実している。また、生涯を通じ
た健康やスポーツの基礎的な事
項が、わかりやすく記載されて
いる。生徒に多様な視点や課題
意識をもたせやすい。

１つの項目が見開き２ページで
完結する構成になっており、学
習者が学習範囲を意識できるよ
うに配慮がなされている。

ポイントがわかるよう強調文字
などが使用されており、カラー
や図表、イラストが多く生徒の
興味関心が起こりやすいように
工夫されている。

保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版  

学習指導要領に沿って各単元の
中で適切に精選された内容が記
述されており、重点的内容が簡
潔・適切に説明されているので
理解しやすい。

構成内容がバランスよく配置さ
れている。一つの項目が基本的
には見開き２ぺージで完結する
構成になっており、重点的に学
習が展開できるように配慮がな
されており、まとめやすい。

カラー・図版も豊富で生徒の興
味関心をひきすく、内容も理解
しやすい。的確な表現でまとめ
られており、表記の仕方も強調
され工夫されている。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版　保健体
育

テーマ学習が設定してあり、現
代の社会的、健康的な問題につ
いて考える内容が多くある。学
習のポイントが明記されており
生徒が目的意識をもって授業に
取り組める。

構成・分量ともに適切である。
単元毎に平均的な分量になって
いて使いやすい。学習範囲が明
確に提示されており、まとめや
すく指導しやすい。

カラー・図版も豊富で生徒の興
味関心をひき、内容も理解しや
すい。的確な表現でまとめられ
ており、太字などで強調され工
夫されている。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１  

歌唱と器楽の表現領域や鑑賞領
域に関し、幅広く教材を選べる
ようになっている。様々のジャ
ンルからバランスよく扱われて
いる。親しみやすい曲や工夫し
た資料が多く、興味をひく内容
である。

内容バランスがよく配列されて
いる。曲や資料の分量が豊か
で、生徒が選択しやすい。

楽譜が大きく見やすく、生徒が
自主的に取り組みやすい表現に
なっている。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 1

歌唱・鑑賞の内容の充実と、更
に楽器や音楽史についての内容
も充実している。日本の楽器や
世界の楽器についても細かい説
明や、演奏法が書いてあるため
わかりやすい。

演奏法などは写真も付いていて
わかりやすい。資料集としても
活用でき、工夫がなされてい
る。

写真やイラストが効果的に活用
され生徒が積極的に学習しやす
い。

芸術 89 友社 音Ⅰ 311 改訂版　高校生の音楽１  

歌唱、器楽、鑑賞、創作とも題
材が世界各国・各地から幅広く
取り上げられておりよい。ま
た、カラー印刷や写真がふんだ
んに取り入れており、生徒が親
しみやすい。

バランスのよい構成、無理のな
い分量、美しく親しみやすい装
丁である。

的確な表記で生徒に理解しやす
く、また、表現も平易な言葉を
遣っておりよい。

芸術 27 教芸 音Ⅱ 309 高校生の音楽２  

中学校での学習をベースにした
「高校生の音楽１」からさらに
深い学びにつながる「高校生の
音楽２」へ、歌唱、器楽、創
作、鑑賞と内容の幅も広がり、
充実している。

目次及び本文中に示した学習の
目標をもとにして、系統的に教
材が配置されており、確実に学
習を進め、発展的内容にも触れ
られるよう配慮されている。

表紙や扉からも高校生に向けた
メッセージが感じられるよう工
夫されており、音楽に親しみや
すい体裁となっている。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２ 2

幅広いジャンルの曲が扱われて
いる。世界の諸民族の楽器につ
いてもかなり内容の深い説明が
されており、生徒が興味をもっ
て学習に取り組める。ミュージ
カルやバレエ音楽に関しても充
実した内容になっている。

鑑賞のポイントなどがわかりや
すく構成されている。また分量
も程よく、充実した内容の授業
を行うことができる。

外国語の曲に親しみやすいよう
に表記が工夫されている。また
写真がわかりやすいので楽器の
演奏にも取り組みやすい。

芸術 89 友社 音Ⅱ 311 改訂版　高校生の音楽2  

多様なジャンルの曲が扱われて
いる。歌唱・鑑賞だけでなく、
西洋音楽史や日本の音楽史、文
化についてもわかりやすく説明
されている。

教科書の構成に工夫がされてお
り、写真や図が大きく見やす
い。

作曲者についての資料がわかり
やすく、１曲１曲に挿絵がつい
ていてイメージしやすい。

芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１  

表現、鑑賞の題材がバランスよ
く、相互に関連を図りながら適
切に配置されている。幅広い文
化や時代の作品が多角的に掲載
されている。巻末資料の中で、
作品作に役立つ基礎的な技法が
具体的に示されている。

各題材で学習のねらいを示した
目標が記されており、学習指導
を効果的に進めることが出来
る。発想、制作する際に参考に
なる「制作ノート」が示されて
いる。巻末資料が豊富である。

Ａ４ワイド判の紙面を生かした
作品掲載などが取り入れられて
いる。ユニバーサルデザインに
配慮し、誰もが学習しやすい紙
面づくりになっている。用語や
表記が統一されており、記述の
仕方も適切である。
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○ 芸術 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 1

巻末の美術史解説、技法資料集
が大変充実しており、幅広い題
材に対応出来る。生徒作品を参
考作品として多く採用してお
り、生徒たちの興味関心を引く
ことができる。また印刷が大変
美しい。

参考資料が豊富であり、また関
連作品のページが紹介されてい
るため、多角的な視点から作品
を鑑賞することができる。

原寸大の絵画を見開きで配置す
るなどわかりやすいページ構成
がされている。文章量が適切で
解説が読みやすい。

芸術 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１  

デザイン、美術の分野から幅広
くテーマを設定しており、東
洋、西洋、平面、立体など作品
選択が的確である。題材設定が
よく、生徒が興味・関心をひく
構成となっている。

テーマが系統的にわかりやすく
まとめられており、色、形など
の造形要素から、表現技法まで
順序よく構成されている。装丁
も美しく、開きやすく丈夫であ
る。

図版の質、量、大きさはテーマ
に沿った理解を促すに十分であ
る。文章解説がわかりやすく適
切で、かつ写真が大変美しい。

芸術 38 光村 美Ⅱ 303 美術２  

様々な芸術表現の特徴を取り上
げ、生徒自身の個性的表現に結
びつくような手助けとなってい
る。素材や機能についても深く
考慮されている。

豊富かつ適切な図版が掲載され
ているので、多くの知識を得る
ことができる。

解説のための表現が的確に作品
を表しているので、理解しやす
い。

○ 芸術 116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２ 2

解説の文章が理解しやすくまと
められている。図版が美しく、
構成に工夫が見られる。適所に
文章による詳しい説明があり、
美術作品の鑑賞に好適である。

生徒作品も多く掲載されてい
る。現代美術の作品も豊富に紹
介されていて、美術界の新しい
動向にも積極的に触れている。

テーマや構成に工夫があり、美
術作品の鑑賞に適している。

芸術 116 日文 美Ⅱ 302 高校美術２  

題材の理解が深まるとともに、
表現や鑑賞の参考となる。制作
プロセスの図解による解説が充
実している。

主題に応じた適切な作例が示さ
れていてわかりやすい。年表な
どの構成にも配慮が見られる

わかりやすい文章表記で、現代
的な魅力ある表現になってい
る。

○
書道
Ⅰ

17 教出 書Ⅰ 307 新編　書道Ⅰ 1

書写から書道への導入部分や用
具、用材の違い等の導入が理解
しやすい。古典の比較がしやす
く、拡大版の文字も手本として
活用しやすい。篆刻・刻字、漢
字・仮名作品の創作の過程が丁
寧に解説されており理解しやす
い。漢字仮名交じり書も充実し
ている。また硬筆の書式、実用
書の例等学ぶべき内容を取り入
れている。

和のイメージ装丁を前面に出し
ている。解りにくい芸術が見慣
れた形から入れる配慮がある。
印刷が鮮明で光らず目に優し
い。

用筆・運筆を朱で図示、及び筆
順・字形の骨書があり理解しや
すい。

書道
Ⅰ

38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ  

書写から書道へのつながりが簡
潔に示されている。漢字・仮名
の書など古典の特徴がわかりや
すく解説されており、各領域が
バランスよく構成されている。

見開きから迫力の創作シーン・
古典図判をたくさん掲載し、造
形に力を入れている。仮名の分
量が多い。

臨書から創作にいたるまで、ポ
イントが簡潔に理解しやすく記
載されている。

○
書道
Ⅱ

17 教出 書Ⅱ 307 新編　書道Ⅱ 2

漢字の書、仮名の書ともに学ぶ
べき重要古典が実際の写真とと
もに年代順に配列されている。
篆書の骨書きや筆順もわかりや
すい。書Ⅰに続き漢字仮名交じ
りよの創作例がわかりやすく掲
載されている。仮名の専門的な
内容や、書論もコラムは充実し
ている。

Ⅰ～Ⅲともに光悦の作品で統一
したデザインで格調高い。

書論が充実していて、古典資料
にはルビ、大意、解説がなされ
理解しやすい。

書道
Ⅱ

38 光村 書Ⅱ 308 書Ⅱ  

漢字の臨書から鑑賞へ、創作へ
の流れが段階的に構成されてい
る。仮名は、紙面（空間）構成
や、用具の違いの発展的な学習
ができるようになっている。文
化の違いを認識できるように例
示の図版が多い。

漢字の篆・隷・草が入り、分量
はかなり多くなっている。篆
刻・刻字も充実した。墨汚れ対
応紙使用。

拓本や作品はフルカラーで高精
細。紙面構成が大胆に配置され
ている。

外国
語

15 三省堂 コⅠ 334
MY WAY English
Communication Ⅰ New
Edition

生徒の知的好奇心を刺激する現
代社会をとらえた題材を扱って
いる。各課に４技能を総合的・
有機的に関連づけた活動が行え
るような配慮が見られる。

各セクションは見開き構成に
なっていて、新出の文型・文法
事項の導入には既習事項を前の
セクションに配列する等、生徒
の自学自習のしやすさに配慮し
ている。

写真や図版を豊富に配列し、内
容理解の一助になっている。ま
た、各課冒頭ページの写真下に
は導入時に題材に関する背景的
知識が身につくよう工夫されて
いる。

○
外国
語

17 教出 コⅠ 336
NEW ONE WORLD
Communication Ⅰ Revised
Edition

1

多彩な題材を扱っており、生徒
が興味・関心を持って取り組め
る。学習内容も精選されていて
学びやすい。各課に会話練習や
英作文の活動もあり、表現力を
身に付けられるよう工夫されて
いる。

見開き構成でシンプルにまとめ
られていて、文法や例文がわか
りやすく配列されている。

写真やイラスト、図表等配置も
適切である。英文も読みやす
い。

外国
語

61 啓林館 コⅠ 341
LANDMARK Fit English
Communication Ⅰ

生徒の興味・関心や知的好奇心
を喚起する比較的アカデミック
な題材が分野の偏りなく採り上
げられている。

レッスンの冒頭にパートごとの
内容を簡潔にまとめて提示して
おり、スムーズに単元に入りや
すい。見開き構成で内容理解の
問題がわかりやすく配列されて
いる。

ポイントの部分が視覚的にわか
りやすくまとめられている。

外国
語

15 三省堂 コⅡ 332
MY WAY English
Communication Ⅱ New
Edition

生徒が興味を持つような内容が
題材となっていて、基礎から応
用まで学習できるような構成に
なっている。

練習問題が整理されていて、そ
の量も豊富である。

ポイントのまとめが視覚的であ
り、理解しやすい。
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○
外国
語

17 教出 コⅡ 334
NEW ONE WORLD
CommunicationⅡ Revised
Edition

2

多彩な題材を扱っており、生徒
が興味・関心を持って取り組め
る。学習内容も精選されていて
学びやすい。各課に会話練習や
英作文の活動もあり、表現力を
身に付けられるよう工夫されて
いる。

見開き構成でシンプルにまとめ
られていて、文法や例文がわか
りやすく配列されている。

写真やイラスト、図表等配置も
適切である。英文も読みやす
い。

外国
語

61 啓林館 コⅡ 339
LANDMARK Fit English
CommunicationⅡ

生徒の興味・関心や知的好奇心
を喚起する比較的アカデミック
な題材が分野の偏りなく採り上
げられている。

レッスンの冒頭にパートごとの
内容を簡潔にまとめて提示して
おり、スムーズに単元に入りや
すい。見開き構成で内容理解の
問題がわかりやすく配列されて
いる。

フレンドリーなイラストや写真
かせ多数掲載されていて、本文
の内容が理解しやすいように
なっている。

外国
語

15 三省堂 コⅢ 306
MY WAY English
Communication Ⅲ

現代社会を捉えた題材が精選さ
れている。コミュニケーション
英語Ⅰ・Ⅱで学習した文型・文
法事項を繰り返し扱い、反復学
習できるよう配列されている。

３つのUnitから成り、Unit１で
は読解のスキルが確認でき、
Unit２以降ではそれらを意識し
ながら読み進めていくことがで
きる。

写真や図版が効果的に用いられ
ている。新出語の発音記号は米
音表記のみとなっている。

○
外国
語

17 教出 コⅢ 307
New ONE WORLD
Communication Ⅲ

3

生徒の興味・関心に合わせた題
材が扱われている。長文読解の
力が身に付けられるよう構成さ
れている。

長文が短すぎず長すぎないので
よい。内容理解に関する問題も
簡潔にまとめられている。

写真やイラスト、図表等の配置
も適切で、英文も読みやすい。

外国
語

61 啓林館 コⅢ 313
LANDMARK English
Communication Ⅲ

昆虫、テレビ番組、絵画、言
語、社会理解など、高校生に
とって必要な題材が入り、よく
構成されている。英語の読み物
としても優れている。

分量は多く、英語が得意な生徒
向けの編集となっているが、パ
ラグラフ番号が付されていた
り、本文に関連したFurther
Information等、工夫が見られ
る。

写真は導入部以外では少ないが
効果的に使われている。入試頻
出の新出語は青字で表記されて
いる。

○
外国
語

104 数研 英Ⅰ 332
DUALSCOPE English
Expression Ⅰ

1

各課冒頭にINTRO ACTIVITYがあ
り、学習する文法がどのような
場面・状況で使うのかを具体的
に学ぶことができる。タスクが
豊富で様々な活動を通して学習
が進められる。

各課が「触れる」→「理解す
る」→「表現する」の内容で構
成されている。文法の解説も簡
潔でわかりやすくまとめられて
いる。

イラストや写真などの配置が適
切である。文法事項の例文末尾
に巻末例文一覧の通し番号を記
している。

外国
語

183 第一 英Ⅰ 335
Perspective English
Expression ⅠNEW EDITION

生徒の身近な暮らしや社会での
暮らしに関わる題材が多く選ば
れている。豊かな表現力が育成
できる内容になっている。

全24課で各課見開き４ページ構
成になっている。前半では基本
的な文法や文構造を学び、後半
では各種表現活動を通して定着
を図るようになっている。

写真、図版やイラストの配置は
適切である。巻頭にClassroom
English、巻末にトピック関連語
句等が掲載されている。

外国
語

183 第一 英Ⅰ 337
Vivid English
Expression ⅠNEW EDITION

日常生活に身近なテーマで文法
事項が導入されている。基本的
な文法事項の定着を図り、平易
な英文で自己表現ができるよう
構成されている。

各課の文法事項を見開き２ペー
ジで学習できるのでわかりやす
い。

各課の重要表現が大きく目立つ
ように書かれていて見やすく、
イラストや絵も適切に配置され
ている。

○
外国
語

104 数研 英Ⅱ 325
DUALSCOPE English
Expression Ⅱ

3

英語表現に必要な学習事項が
Section 1～3に分かれており、
段階を追って学習できるように
なっている。

レッスンごとにTarget
Sentencesが提示されていて、文
法・表現の習得がスムーズにで
きるようになっている。

プレゼンテーションの手法や語
彙・表現リストが用意されてい
て、英語表現に必要な知識・ス
キルが習得できる。

外国
語

183 第一 英Ⅱ 328
Perspective English
Expression Ⅱ NEW
EDITION

生徒の身近な暮らしや社会での
暮らしに関わる題材が多く選ば
れている。豊かな表現力が育成
できる内容になっている。

前半では基本的な文法や文構造
を学び、後半では各種表現活動
を通して定着を図るようになっ
ている。

写真、図版やイラストの配置は
適切である。巻頭にClassroom
English、巻末にトピック関連語
句等が掲載されている。

外国
語

183 第一 英Ⅱ 329
Attainable English
Expression Ⅱ

生徒の実生活に関連の深い題材
が選ばれ、様々な英語表現を
使って伝えられることを学ぶこ
とができる。

文法事項を短いパラグラフで示
し、ターゲットとなる表現を身
につけられるような構成になっ
ている。

写真が各課のイメージを広げた
り、視覚的に文法を理解する助
けになっている。

家庭 6 教図 家基 302
家庭基礎　ともに生きる
明日をつくる

家庭科学習の模式図や乳児の等
身大の写真をはじめ豊富な図版
が、学習の導入に役立つよう工
夫されている。

各章に学びの地図を配置し、そ
の章で何を学ぶかを一見してわ
かるようなつくりと構成になっ
ている。

高校生のキャラクターを設定
し、家族などの領域が学習でき
るよう工夫されている。

○ 家庭 7 実教 家基 314
新家庭基礎　パートナー
シップでつくる未来

2

自分らしさを見つめながら、子
どもや高齢者、衣食住、消費者
として経済的に自立するところ
まで全体的に網羅し、主体的に
実践する態度を育てる視点を重
視した内容である。

各章の巻末ごとに視野を広げる
資料などが盛りこまれ、学習を
定着・発展させやすい構成であ
る。

丁寧で理解しやすい表記であ
る。イラスト、グラフ、写真も
鮮明でとても見やすい。言葉の
表現も高校生が理解しやすく
なっている。

家庭 50 大修館 家基 319
未来をつくる　新高校家庭
基礎

教科の目標を踏まえ、豊かな生
活を主体的に築くために必要な
知識・技術を総合的・体系的に
学習できるよう構成されてい
る。身近な話題から学習を展開
できるよう工夫されている。

見開き１項目ごとに、学習のね
らいが示されており課題意識を
持って学習できるよう配慮され
ている。

本文の文章だけでなく、写真や
グラフなどが、ページに適切な
分量で掲載されている。

家庭 183 第一 家基 320
高等学校　新版　家庭基礎
ともに生きる・持続可能な
未来をつくる

それぞれの単元の内容がわかり
やすく、図やイラストで流れを
丁寧に説明しているので実践し
やすい。言葉の説明も具体的で
ある。

ページの中のグラフ・表・イラ
スト・写真のレイアウトがすっ
きりしていてわかりやすく配置
されていて学習しやすい構成で
ある。

本文の文字も大きめで読みやす
く、巻頭・巻末資料が充実して
いる。また見やすい表記となっ
ている。
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発行
番号 略称 記号 番号

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立　高津　高等学校（全日制課程）
教科書名

購入
学年

表記・表現構成・分量・装丁内容
教科
区分

採択
候補

教科書

情報 2 東書 社情 309 新編　社会と情報  

紙面の大きさが大きく、導入で
漫画を用いることにより、わか
りやすい内容になっている。実
習と座学がバランスよく配置さ
れている。

５章構成になっている。中学校
の振り返りのページやソフト
ウェアの基本操作も掲載されて
おり、生徒自身が主体的に学ぶ
ことができるようになってい
る。

文字が大きく、大変見やすい。
本文のリンクマークが章末資料
とリンクしており生徒が理解し
やすくなっている。用語や記号
が統一されており見やすい。

〇 情報 7 実教 社情 312 高校社会と情報　新訂版 1

学習指導要領の内容を整理分類
し、50のテーマに再構築されて
いる。暗号化の仕組みや音声の
ディジタル化など、「情報の科
学」で扱われる内容にも一部触
れている。

５章構成で、それぞれにわかり
やすくまとめられており、構
成・分量ともに十分である。

普遍的で正確な表記がされてお
り、わかりやすく表現されてい
る。

情報 9 開隆堂 社情 313 社会と情報  

学習内容を９つのユニットに分
け、各ユニットごとに明確な目
的があり、効率よく学べるよう
になっている。各ユニット末に
は、学習内容を実践的・体験的
に身につけられるように実習や
課題を設けている。

９つのユニットからなり、ユ
ニットを自由に組み合わせるこ
とにより、様々な視点から学ば
せることができる構成になって
いる。

図解や写真・表を多用してお
り、事例を２コマのイラストで
わかりやすく示している。
「Linkマーク」等を用いて、関
連した情報がわかるように表記
されている。

情報 104 数研 社情 314
改訂版　高等学校　社会と
情報

情報モラルに関する内容が豊富
に掲載されている。編の最初に
トビラや、豊富な図表、イラス
トを用いることにより生徒が楽
しめる工夫がされている。

序編を含めると５編構成となっ
ている。各編が３～４章構成に
なっており、随所に実習や
Exerciseの欄があり、様々な実
習に対応できるようになってい
る。分量も多すぎず適切な量で
ある。

巻末に、ワープロや表計算の操
作方法がわかりやすく表記され
ている。また、資料も充実して
いるので生徒が主体的に学ぶこ
とができるように工夫されてい
る。

情報 116 日文 社情 316 新・社会と情報  

「基本」と「資料」に分かれて
おり、バランスよい内容であ
る。「アカデミック・スキル」
という色の違うページが設けら
れており、問題解決学習を行う
際の具体的な手順が示されてい
る。

１章～３章で構成されている。
各章とも初めにその章で学ぶ
キーワード等がまとめられてい
る。装丁もわかりやすさが重視
されており、高校生でも見やす
く工夫されている。

見開きで資料のページが設けら
れており、非常にわかりやすく
まとめられている。イラスト等
もふんだんに用い、理解しやす
く工夫されている。

情報 183 第一 社情 318
高等学校　改訂版　社会と
情報

開くと目に入るのが大きなイラ
スト。見開きで学ばせたい内容
を理解できるようになってい
る。「まとめ」は単元のまとめ
を１ページにまとめられていて
わかりやすい。全体的に非常よ
くまとめられている。

５章＋発展といった構成になっ
ている。発展では、「情報の科
学」で扱う内容も掲載されてお
り、幅広く学習を行うことがで
きるようになっている。

各項目が見開き構成になってお
り、大きなイラストにより学習
内容がわかりやすくなってい
る。生徒が見やすく、読みやす
い紙面となっている。

○ 情報 7 実教 情科 307 最新情報の科学　新訂版 3

例題にも詳細な解説がされてお
り、ポイントがわかりやすい。
内容的には難しい内容を扱って
いるが、考え方の解説が非常に
詳しいので、理解しやすい。

序章＋５章構成になっており、
目次のページもスッキリとして
いて見やすい。例題が随所に設
定されており、理解を深めるの
に大変よい。

イラストや写真がふんだんに使
われており、わかりやすい。巻
末に用語解説や著作権法等の資
料が豊富にあり、理解しやす
い。

情報 7 実教 情科 308 情報の科学　新訂版  

数独など生徒が興味を満ちやす
い題材を扱っているので、理解
しやすい。イラストが豊富に使
われており、わかりやすい。

９章構成になっており、全ての
章にホップ・ステップ・ジャン
プという体験・理論・実践の内
容分けがされているので、学習
到達度の設定がしやすい。

ホップ編が見開き２ページで必
ず完結しているので、教科書が
使いやすい。巻末に用語解説や
著作権法等の資料が豊富にあ
り、理解しやすい。

情報 104 数研 情科 304 高等学校　情報の科学  

情報を初めて学ぶ生徒でも、イ
ラストだけでなく、写真等もふ
んだんに使われており、わかり
やすい。

序章＋４章構成になっており、
さらに巻末実習や巻末資料等も
あり、充実した内容構成となっ
ている。序章も４章に分かれ、
各分野がわかりやすくまとめら
れている。

実習やコラム、Exercise等が多
く配置されており、より深く学
ぶことができるようになってい
る。動画の仕組みを学ぶための
パラパラ漫画があったりと、紙
面の隅々まで工夫がされてい
る。

情報 116 日文 情科 310 新・情報の科学  

全ページカラーで非常に見やす
い。挿絵も多く、難しい内容も
イラスト等を工夫してわかりや
すく表現されている。章末問題
の部分に書き込めるスペースが
あり、教科書に直接記入できる
ようになっているのはよい。

序章＋６章構成になっており、
適度な分量である。途中にアカ
デミックスキルズが設けられて
おり、問題解決等を行うのにと
ても使えそうである。

ページ数の近くに二進数表記が
されていたり、動画の仕組みを
学ぶためのパラパラ漫画があっ
たりと、紙面の隅々まで工夫が
されている。

情報 116 日文 情科 305 情報の科学  

情報を初めて学ぶ生徒でも説明
ごとにイラストで詳しく内容を
説明してあるのでわかりやす
い。ページにある注釈も細かく
書かれているのでわかりやす
い。

序章＋７章構成になっており、
細かく章分けされている。各
ページにある注釈がページ全体
の３分の１を占めており、そこ
で本文に対する細かい内容が示
されている。

章末にコラムが大きく設けらて
おり、その章にまつわる興味の
わく内容が書かれている。動画
の仕組みを学ぶためのパラパラ
漫画があったりと、紙面の隅々
まで工夫がされている。

家庭
（専
門）

6 教図 家庭 304
子どもの発達と保育　育つ
育てる　育ち合う

育つ・育てる・育ち合うという
観点から乳幼児の発達や福祉に
ついてわかりやすい内容であ
る。様々な乳幼児の課題を明ら
かにして、どのように対処すべ
きかが明記されている。

章ごとにそのポイントになるコ
ラムが記されており、生徒の興
味・関心を喚起しやすい。表・
図・イラストの量もバランスが
よい。

等身大の新生児の写真など、写
真やカラーイラストが豊富で文
字も大きく視覚的に理解しやす
い。

○
家庭
（専
門）

7 実教 家庭 311
子どもの発達と保育　新訂
版

3

各節はじめに学習のねらいが明
記されており、わかりやすい内
容となっている。欄外にも動機
づけとなる設問があり、興味・
関心をもって学べる。

コラムやアクティビティー、言
葉の解説など興味や関心が喚起
しやすい構成になっている。

グラフ・表や実際の写真などが
豊富であり理解しやすい内容に
なっている。

○
家庭
（専
門）

7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎 3

被服を製作するための基礎的な
内容が系統的に取り上げられて
いる。解説や資料が整ってお
り、広がりをもった学習が可能
である。

実習例が多く、着装まで含め基
本的なことが学習しやすい構成
である。

実践させる内容がわかりやすく
表現してあり、欄外に詳しく説
明があって理解しやすい。
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教科書

家庭
（専
門）

6 教図 家庭 312
フードデザイン
cooking&arrangement

国際的視野で食文化の内容が取
り上げられている。栄養や食材
料の知識も興味を持ちやすい。
実習内容やコーディネートもわ
かり易く説明してある。

余白を多くとり見やすい構成で
ある。学習を深めるための内容
も豊富に取り入れてある。興味
や関心を持ちやすい構成になっ
ている。

食材や手順なども図や写真も多
く使いわかりやすい表現となっ
ている。調理用語など具体的な
説明もとりいれてある。

○
家庭
（専
門）

7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 3

それぞれの単元を細分化しより
深く学ぶことができる内容と
なっている。食文化や食育にも
重点を置き多岐にわたる内容と
なっている。

調理実習の献立は食文化だけで
なく、さまざまな食材を使った
献立や幅広い視点からの構成に
なっている。全体的に関心や理
解が深まりやすい構成である。

写真や図・グラフなどの資料が
充実している。色彩も濃淡を使
い、より見やすい表現となって
いる。

家庭
（専
門）

7 実教 家庭 302 ファッションデザイン  

内容が項目ごとにまとまってお
り、ファッションデザインに関
する理念がしっかり説明されて
いる。学習が段階的から発展的
になり、広い範囲で学習ができ
るよう工夫されている。

項目ごとにまとまっていて、系
統的に見やすく口絵等も最新の
ものになり、資料も豊富に構成
されている。

写真も多く、特に図が多くデザ
インの発想がしやすく、専門用
語なども理解しやすい工夫がさ
れている。
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番号 略称 記号 番号

国語 2 東書 国総 332 新編国語総合

ジャンル別の単元構成となって
おり、実態にあわせて指導しや
すい内容になっている。現代文
編、古文編・漢文編とも、短く
親しみやすい教材になってい
る。

生徒が意欲的に取り組み、国語
の力が身に付くように工夫され
ている。分量も適切である。

用語・記号は統一されており、
記述の仕方も適切である。

国語 2 東書 国総 333 精選国語総合

教材は厳選されバランスよく配
列されている。「言語活動編」
が設けられており、「話す・聞
く」「書く」「読む」の指導を
行うための教材が用意されてい
る。

参考教材が適宜設けられてお
り、生徒が学習を深めるための
配慮がなされている。

用語・記号は統一されており、
記述の仕方も適切である。

○ 国語 183 第一 国総 362
高等学校　改訂版　新編国
語総合

1

現代文編では、親しみやすく主
体的に取り組むことができる教
材が収録されている。各教材に
学習課題が設けられており、指
導しやすい。

全体の分量が適度に抑えられて
おり、単位時数内で十分な指導
が行える。

カラー写真・カラー図版が豊富
で、学習意欲を喚起することが
できる。

国語 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版

基礎から応用へと、段階的かつ
着実に、表現力、思考力、創造
力などが育まれる教材選定、教
材配列がなされている。

各章は、それぞれひとまとまり
の表現行為を扱っているが、段
階を追うステップ構成を基本に
しており、章ごとに無理なく構
成されている。

わかりやすい表現をしているた
め、生徒が活動する際に取り組
みやすい内容となっている。

国語 50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版

小論文の書き方、プレゼンテー
ションなどの本格的な表現活動
まで、表現する力を着実に身に
着ける内容となっている。

参考教材が適宜設けられてお
り、生徒が学習を深めるための
配慮がなされている。

わかりやすく工夫した表現をし
ている。

○ 国語 17 教出 国表 301 国語表現 3

各章の初めに、学習目標を提示
するリード文が置かれているた
め学習活動を明確に動機付ける
ことができる。

国語表現の基礎から応用まで、
具体的な活動を通して確実に学
べる内容になっている。

全ページカラーの図版は生徒の
学習意欲を高める。

国語 15 三省堂 現Ａ 303 現代文Ａ

生徒の興味・関心を喚起しつつ
言語活動を通して、生徒が主体
的に学習に取り組めるように配
慮されている。

生徒が意欲的に取り組み、国語
の力が身に付くように工夫され
ている。分量も適切である。

用語・記号は統一されており、
記述の仕方も適切である。

○ 国語 50 大修館 現Ａ 304 現代文Ａ 4

親しみやすい随筆から、しっか
りとした評論文まで、同じテー
マでも異なった視点や難易度で
書かれた文章を幅広く豊富に収
録している。

テーマ別の単元構成で、内容や
難易度について、生徒の実態に
即したバランスの良い配列と
なっている。

写真やイラスト、地図が豊富に
収録されており、生徒の学習意
欲を喚起し、内容の理解を助け
るために効果的である。

国語 183 第一 現Ａ 307
高等学校　改訂版　新編現
代文Ａ

現代文編の中に「言語活動編」
が「話す・聞く」「書く」「読
む」の指導を行うための教材が
用意されている。

教材の配列は、生徒の発達段階
を考慮したものとなっている。
教材のバランス・分量は、総合
的な国語力の育成の面からみて
も適切である。

用語・記号は統一されており、
記述の仕方も適切である。

国語 2 東書 古Ａ 301 古典Ａ

さまざまな時代やジャンルの教
材をバランスよく選定してお
り、生徒が自らの考えを広げた
り深めたりできるように配慮し
ている。

古典編、漢文編の二部構成で、
指導実態に合わせて扱えるよう
に配慮している。

わかりやすい表現をしているた
め、生徒が活動する際に取り組
みやすい内容となっている。

○ 国語 15 三省堂 古Ａ 306 古典Ａ 3

全体を通して、古典としての古
文と漢文の読む能力を育成する
適切な内容となっている。

教材の配列と分量は、生徒の発
達段階が配慮され、適切なもの
となっている。

脚注は分量、内容ともに適切で
ある。また平易な表現で記述さ
れており、生徒の理解を助ける
ものとなっている。

国語 50 大修館 古Ａ 307 古典Ａ　物語選

生徒が古典に親しめるような工
夫がされている。

教材の配列と分量は、生徒の発
達段階が配慮され、適切なもの
となっている。

用語・記号は統一されており、
記述の仕方も適切である。

地理
歴史

7 実教 世Ａ 311 世界史Ａ　新訂版 　

年表やグラフ・写真などが豊富
で時代の事象がイメージしやす
くまとめられている。また、特
集ページでは多様な視点から発
展学習ができる。

前近代・近現代・戦後史はまと
めのページで理解しやすく工夫
されている、

コラムや図解説の説明が丁寧で
本文を補完している。

○
地理
歴史

46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 3

年表やグラフ・写真などが豊富
で時代の事象がイメージしやす
くまとめられている。また、特
集ページでは多様な視点から発
展学習ができる。

学習のポイントがわかりやすく
整理されており、コンパクトに
まとめられた流れ図で歴史の大
きな流れが把握できる。

コラムや図解説が丁寧で本文を
補完している。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 315 現代の世界史　改訂版 　

現代世界の成り立ちが的確に理
解できるよう、基本的な概念や
歴史用語がわかりやすく丁寧に
説明されている。

大きく豊富な図版を用いて、視
覚からも学習できるよう誌面構
成されている。

現代世界における日本の動向を
各時代ごとに日本の記述を設
け、日本史と世界史をリンクし
て記載されている。

表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁
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番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

地理
歴史

2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史 　

基本的な歴史事象を習得しやす
いよう配慮されている。世界史
的な視野に立ち、国際環境など
と関連づけて、日本近現代史の
展開を考察できるよう内容が取
り上げられている。

１テーマ見開きで内容がまとめ
られており、学習しやすく工夫
されている。学習の要点が明確
化されており、学習を振り返
り、まとめ、表現する工夫がな
されている。

資料性の高い写真や図版が掲載
されている。活字の大きさや配
置、用紙の色など読みやすく配
列されており、写真･図版も大き
く鮮明で効果的である。

○
地理
歴史

81 山川 日Ａ 314 現代の日本史　改訂版 4

本文の詳細な記述に加え、本文
理解に役立つ写真、図版、年
表、傍注などが豊富に掲載され
ており、充実した内容で構成さ
れている。

発展的な学習に適した項目や各
章の初めの部分には具体的な歴
史事象を扱った項目があり、歴
史学習の導入に適した構成と
なっている。

各時代の文化を扱う節の近辺に
は、写真ページが配置されてお
り、文化財などがわかりやすく
掲載されている。

地理
歴史

81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版 　

基礎的な歴史事象が網羅されて
いる。国際的な視野で日本の近
現代史が叙述されており、視点
を広げて日本史の学習を進める
ことができる。

十分な分量の内容をバランスよ
く配置している。写真が大きく
掲載されており、生徒の興味・
理解を促す工夫がされている。

写真や図版が大きく掲載されて
おり、見やすく、生徒の興味・
関心を喚起するものとなってい
る。図の色使いなどでは、カ
ラーユニバーサルデザインにも
配慮されている。

地理
歴史

2 東書 地Ａ 307 地理Ａ 　

学習内容に入る前に作業的な課
題があり、興味・関心を持ちや
すくなっている。また、学習内
容に関連した今日的課題や話題
などが豊富に記載されている。

構成や分量も適切で図説や写真
なども豊富で理解しやすく提示
されている。

書き込みや学習内容の振り返り
ができるようになっている。

○
地理
歴史

35 清水 地Ａ 311
高等学校　現代地理Ａ
新訂版

2

地理に関する用語や事象の説明
がわかりやすい内容となってい
る。世界の人々の暮らしを丁寧
に説明し、興味関心のわく内容
や地図の見方を丁寧に説明した
内容となっている。

世界の人々のくらしや文化を重
視した構成となっており、地図
をとおして、その地域を探求し
ていく構成となっている。分量
も的確であり、装丁もしっかり
している。

地図、写真、グラフ、表などが
豊富に使用されて、みやすい工
夫がほどこされており、とても
わかりやすい。

地理
歴史

130 二宮 地Ａ 309 基本地理Ａ 　

地理を基礎から学べるように構
成されており、全世界で起きて
いる事象を多角的に捉えてい
る。特に、日本の自然環境の特
色と地震などの自然災害と防災
についての内容が詳しく掲載さ
れている。

地理の基本内容がしっかりおさ
えられているので、内容もペー
ジ分量も充分にあり段階的に地
理的知識を学習できる。

図表や写真が豊富で見やすく、
重要用語は太字にしたうえで参
照ページを施してあり、相互の
関連も容易に把握することがで
きる。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 313
地歴高等地図　-現代世界
とその歴史的背景-

2

政治・経済の重要地域だけでな
く、国家の枠を超えた文化圏や
文化の中心地が読み取れる図取
りを、多数掲載している。世界
の諸地域への理解が深まるよう
工夫されている。

地理はもちろんのこと、世界史
や日本史での活用を考えて、歴
史地名・事項が地図中の多数掲
載されているので、活用価値が
高い。

世界の諸地域文化の形成が風土
と関連づけて読み取れるよう、
土地利用・植生表現と等高段彩
表現が使い分けられており、わ
かりやすい。

地理
歴史

46 帝国 地図 309
標準高等地図-地図でよむ
現代社会-

公民科でも地図が活用できるよ
うに、公民科で学習する現代社
会の諸課題を、見やすい地図・
グラフ・写真・統計などを用い
て表現されている。

国際化の情勢を受け、世界地図
を充実させた上で、世界地図・
日本地図・資料図・統計をバラ
ンスよく配置されている。

国際理解教育に資するよう、国
名表記は、可能な限り正式国名
となっており、地名表記は、現
地文化の尊重の意味から現地で
の発音に近い表記になってい
る。

地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図 　

「地理A」「地理B」を中心にし
て、指導内容が適切である。ま
た、地理Aに新設された日本の自
然環境と防災についても、学習
指導要領の主旨をふまえて編集
されている。

世界地図、日本地図、資料図、
統計がバランスよく配分され、
各図の比較・関連、学習内容の
深化が図れるよう工夫されてい
る。

世界の拡大図に周辺地域のペー
ジ数が明記されるなど、生徒が
興味や関心をもって地図帳を活
用するための工夫がなされてい
る。

公民 2 東書 現社 313 現代社会 　

現代社会の諸課題を扱う中で、
幸福・正義・公正などを理解さ
れる工夫として、クローズアッ
プという項目が記載されてい
る。内容も偏ることなくバラン
スよく配置されている。

全体に統計的に構成されてお
り、誌面も本文・側注・図版資
料などが理解しやすく配置さ
れ、分量的にも充分である。

用語や記号が統一されており、
記述の仕方も適切である。表現
も平易で簡明、生徒が読みやす
いように工夫してある。

公民 7 実教 現社 314 高校現代社会　新訂版 　

基本的な学習事項は網羅されて
おり、詳細な記述も充分な内容
を持って記載されている。巻末
には日本国憲法や教育基本法国
連憲章などもあり授業時に利用
できる。

配列を政治・経済に揃え、課題
追求的な学習にも対応してい
る。また、政治・経済の内容を
わかりやすく解説した特集ペー
ジをを適切な箇所に配置してあ
る。

写真や図が豊富で見やすい。各
章の冒頭には具体例の記述があ
り導入として利用しやすい。

○ 公民 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 1

基礎的・基本的事項は豊富な資
料と図版などとともに詳しく、
また深く記述されている。課題
学習はその趣旨が精選・集約さ
れて授業展開に考慮した構成と
なっている。

基礎的・基本的な内容に加え課
題点も記載されており、生徒の
関心も喚起でき、現代社会を十
分理解することができる構成と
なっている。

平易でわかりやすい記述で、重
要語句の太字とルビ振りも多く
読みやすさに配慮している。

○ 数学 2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ 1

基礎的・基本的な事項を過不足
なく取り上げ、例・例題を参考
にすれば問題が解ける。問題を
解くことによって数学的な思考
力・表現力が育成されるなど、
学習者の意欲を喚起するように
編集が工夫されている。

各節や項の導入で中学校の復習
を取り上げるなど、中学校まで
の学習が未消化な生徒に配慮さ
れている。

全編を通して本文の理解を助け
るように、図、イラスト、写真
が多用されている。色を適切に
使い、視覚的に内容理解をサ
ポートするように配慮されてい
る。

数学 2 東書 数Ⅰ 302 新編数学Ⅰ 　

基礎的・基本的な事項を過不足
なく取り上げ、例・例題を参考
にすれば問題が解ける。問題を
解くことによって数学的な思考
力・表現力が育成されるなど、
学習者の意欲を喚起するように
編集が工夫されている。

各節や項の導入で中学校の復習
を取り上げるなど、中学校まで
の学習が未消化な生徒に配慮さ
れている。

全編を通して本文の理解を助け
るように、図、イラスト、写真
が多用されている。色を適切に
使い、視覚的に内容理解をサ
ポートするように配慮されてい
る。
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数学 7 実教 数Ⅰ 323 高校数学Ⅰ　新訂版

基礎・基本に徹した内容で、わ
かりやすく内容が精選されてい
る。身近な具体例を主にした導
入が多く、生徒にとって理解し
やすい内容である。

各章は中学の復習から導入され
ており、中学までの数学が未消
化な生徒に配慮されている。
問・節末問題等、基礎・基本の
定着に充分な分量である。

重要語句は太字、本文のポイン
トには色、また要所に写真や図
をとり入れて生徒の理解を促す
ように配慮されており、表記・
表現に工夫が見られる。

○ 数学 2 東書 数Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ 4

基礎的・基本的事項の理解や習
得のため適切な配慮がなされて
いる。発展的な学習内容の取り
扱いに対する配慮がなされてい
る

生徒の実態に即した必要かつ十
分な内容が適切に組織・配列さ
れている。導入は数学的活動を
取り入れた具体例から入り一般
化されており、数学学習の意義
や有用性を重視した構成になっ
ている。

学習意欲が高めるたの配慮がな
されている。生徒の自学学習へ
の配慮や工夫がなされている。

数学 7 実教 数Ⅱ 323 高校数学Ⅱ　新訂版 　

基礎的・基本的事項の理解や習
得に役立つように配置されてい
る。取り扱っている内容も生徒
の実態に即した平易な内容に
なっている。

Ｂ５判で見やすく使いやすい大
きさである。見開きで説明がま
とめてあり「例題」や「問い」
の量も適切である。

図や色印刷が適度で、かつメリ
ハリがあり見やすい。公式の枠
取り、要点の図示がはっきりし
ていて覚えやすい。

○ 数学 2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ 3

基礎的・基本的な事項を過不足
なく取り上げ、例・例題を参考
にすれば問題が解ける。問題を
解くことによって数学的な思考
力・表現力が育成されるなど、
学習者の意欲を喚起するように
編集が工夫されている。

導入は数学的活動を取り入れた
具体例から入り一般化されてお
り、数学学習の意義や有用性を
重視した構成になっている。ま
た、学習のねらいが明確に示さ
れている。

全編を通して本文の理解を助け
るように、図、イラスト、写真
が多用されている。色を適切に
使い、視覚的に内容理解をサ
ポートするように配慮されてい
る。

数学 2 東書 数Ａ 302 新編数学Ａ

基礎的・基本的な事項を過不足
なく取り上げ、例・例題を参考
にすれば問題が解ける。問題を
解くことによって数学的な思考
力・表現力が育成されるなど、
学習者の意欲を喚起するように
編集が工夫されている。

導入は数学的活動を取り入れた
具体例から入り一般化されてお
り、数学学習の意義や有用性を
重視した構成になっている。ま
た、学習のねらいが明確に示さ
れている。

全編を通して本文の理解を助け
るように、図、イラスト、写真
が多用されている。色を適切に
使い、視覚的に内容理解をサ
ポートするように配慮されてい
る。

数学 7 実教 数Ａ 323 高校数学Ａ　新訂版

基礎・基本に徹した内容で、わ
かりやすく内容が精選されてい
る。身近な具体例を主にした導
入が多く、生徒にとって理解し
やすい内容である。

数学Iに移行された集合を重複し
て1章1節に配置しており、数学
Ａの内容である集合と要素の個
数や、順列・組合せ、確率の学
習がスムーズにできるように工
夫されている。

重要語句は太字、本文のポイン
トには色、また、要所に写真や
図をとり入れて生徒の理解を促
すように配慮されており、表
記・表現に工夫が見られる。

○ 数学 2 東書 数Ｂ 318 新数学Ｂ 3

基礎的・基本的な事項を過不足
なく取り上げ、例・例題を参考
にすれば解ける、問題を解くこ
とによって数学的な思考力・表
現力が育成されるなど、学習者
の意欲を喚起するように編集が
工夫されている。

導入は数学的活動を取り入れた
具体例から入り一般化されてお
り、数学学習の意義や有用性を
重視した構成になっている。ま
た、学習のねらいが明確に示さ
れている。

全編を通して本文の理解を助け
るように、図、イラスト、写真
が多用されている。色を適切に
使い、視覚的に内容理解をサ
ポートするように配慮されてい
る。

数学 7 実教 数Ｂ 321 高校数学Ｂ　新訂版 　

基礎・基本に徹した内容で、わ
かりやすく精選されている。具
体例を主にした導入が多く、生
徒にとって理解しやすい内容で
ある。章の始めのとびらや章末
には生徒の関心を喚起するコラ
ム（ひろば）が掲載されてい
る。

履修の頻度の高い「数列」、
「ベクトル」が第１章、第２章
に配置されており、配列に工夫
が見られる。

重要語句は太字、本文のポイン
トには色、また、要所に写真や
図をとり入れて生徒の理解を促
すように配慮されており、表
記・表現に工夫が見られる。

理科 104 数研 科人 308 新　科学と人間生活 　

科学全領域に関する内容を、詳
細かつ広範にわたって解説して
あるため、高度な理科の知識の
習得が期待できる。

豊富な図表に詳細な解説が付記
されている構成のため深い理解
が得られる。

やわらかい色使いで取り組みや
すい。イラストも豊富で丁寧で
ある。

○ 理科 183 第一 科人 304 高等学校　科学と人間生活 1

実社会・実生活に関連する事
物・事象を通して、自然と人間
生活との関係について学習で
き、現在の人間生活には科学技
術が不可欠であることを理解で
きる内容になっている。

基礎的・基本的な学習事項の確
実な定着がはかれるようになっ
ている。１テーマを見開き２
ページでまとめ、生徒が見やす
い紙面構成になっている。

身近な題材や実生活に密着した
事象を利用した実験・観察を設
け、創造性を培い、自らの学習
しようとする精神を養えるよう
になっている。

理科 104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎 　

化学基礎で必要とされる内容と
ともに「復習」事項があり、違
和感なく学習できるよう工夫さ
れている。また高度な発展内容
も精選され、無理なく習得でき
るよう配慮されている。

各項目ごとに要点をまとめた
ページがあり、生徒の理解を深
める構成となっている。

一つ一つの文章を短くし、項目
を小分けにするなど生徒の集中
力維持へも配慮されている。カ
ラー写真が用いられているが色
弱者にも配慮されている。

○ 理科 183 第一 化基 312 高等学校　新化学基礎 3

基礎・基本的な内容が十分に理
解できるようになっている。高
校化学として重要な学習事項が
取り上げられわかりやすく説明
されている。

分量も適切であり、編ごとのつ
ながりがわかりやすい。また全
ての項目を２ページの見開き構
成で取り上げられており、取り
組みやすくなっている。

視覚的な資料も多く、わかりや
すく、適切な表現である。

理科 2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎 　

学習した項目が互いに結びつ
き、生物学の全体像が見通せる
内容である。生徒の思考や興味
関心を学習内容に結びつけるこ
とができる。

イラストや写真が豊富でわかり
やすい構成になっており、印象
が残りやすい工夫がされてい
る。各内容の分量とその配分が
適切である。

写真やイラストが豊富で、親し
みやすく、視覚的に捉えやすく
なっている。観察実験の具体的
な写真が多く、指導の時に利用
できる。

○ 理科 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版 2

生物や生物現象の基本的な概念
や原理・原則が把握できるよう
に、指導要領の内容が過不足な
くまとめられている。既習事項
の確認や深く学習をおこなうた
めの発展内容も充実している。

大判で構成も分量も適切であ
る。側注の解説が充実しており
生徒の自主学習に利用できる。

原理やしくみをわかりやすくす
るために、模式図が多用されて
いる。生命現象を具体的に感じ
とらせるため、本文や図と関連
のある写真が多用されている。
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理科 104 数研 地基 309 新編　地学基礎 　

基本的な事柄や重要事項が、適
切に取り上げられている。。平
易な内容から高度な内容まで網
羅されている。

構成は適切であり、分量も本校
の生徒に十分なものとなってい
る。

図や写真から視覚的に理解する
工夫が随所に見られる。

○ 理科 183 第一 地基 310 高等学校　改訂　地学基礎 4

自然界の現象が簡潔にまとまっ
ており、生徒が基礎から学習し
やすい内容に工夫されている。

分量も適切であり編ごとのつな
がりもわかりやすい。単元の構
成にも工夫がみられる。

視覚的な資料が豊富で、わかり
やすく配置されている。

保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版

生徒の実生活に即した内容と
なっていて興味や関心をひきや
すい。また、自らの健康につい
て考え、判断する能力や態度が
身につけられるように配慮され
ている。

ひとつの学習項目が見開きのた
め、学習しやすく、指導の見通
しもたてやすい。また、構成・
分量ともに適切で理解がしやす
い。

ポイントがわかるように強調文
字などが使用されており、カ
ラー図表やイラストも多く、生
徒の興味・関心が喚起できるよ
うになっている。

○
保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 1

各単元において学習指導要領の
項目が精選された内容として記
述されており、ポイントとなる
点が簡潔・適切に説明されてい
るので理解しやすい。

ひとつの単元が見開きで構成さ
れており学習しやすい。また、
構成内容がバランスよく配置さ
れており、分量も適切でまとめ
やすい。

理解を助ける写真やイラストが
充実しており、学習意欲の向上
にもつながることが期待でき
る。また平易な文章で表記され
ているため内容が理解しやす
い。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版　保健体
育

学習指導要領の項目に即した配
列となっており、学習のポイン
トがわかりやすく、基本的な事
項から詳細な説明までが、図や
表を利用しながら理解しやすい
ような内容となっている。

生徒が興味を持ちやすいような
問が設定されており、導入とし
て活用しやすい。また１テーマ
が見開きで完結する構成となっ
ており、図や側注、用語解説、
コラムなども充実していて、情
報量が多い。

本文だけではわかりにくい点な
どは、写真やイラストなどで具
体的に説明がなされているほ
か、理解を助ける側注や用語解
説も充実している。

○ 芸術 17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti
1
4

生徒の様々な習熟度や学校の実
態に応じた内容が取り上げられ
ており、年表もわかりやすく掲
載されている。

単元ごとに分類された構成でわ
かりやすくまとめられている。

譜面が見やすく、紙面のレイア
ウトに統一感があり、わかりや
すい。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１ 　

系統的に資料が配置されてお
り、確実に学習を進め、発展的
な内容に進めることができるよ
うに構成されている。

精選された教材が過不足ない分
量で掲載されており、生徒の実
態に合わせ柔軟な対応ができる
よう配慮されている。

分野ごとに平易な曲を中心に教
材は配列されており、学習の深
化や理解を図りやすいよう配慮
されている。

芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１ 　

題材がバランスよく、しかも相
互に関連をはかりながら適切に
配置されている。また自然や環
境に対する関心へと視野が広が
るよう、教科書が一つの流れに
なるようにまとめられている。

各分野から、バランスよく取り
上げられている。生徒の実態に
あわせて内容を選択することが
でき、効果的な学習指導ができ
るよう工夫されている。装丁も
堅牢。

活字は鮮明で読みやすい大き
さ・書体である。写真・図版も
鮮明で効果的である。

芸術 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１ 　

表現題材は、「発想や構想」の
手がかりとなるように参考作品
を多く示され、制作過程を示し
て「創造的な技能」も併せて学
べるように構成されている。

図版を1ページ大で示すなどし
て、対比することによって生徒
自身が考え、作品や作家、背景
となっている美術文化への理解
を深められるように工夫されて
いる。

ファッション、ぱらぱら漫画な
ど今日の高校生が身近に感じら
れるもの、興味・関心が持てる
内容を積極的に取り上げてい
る。

○ 芸術 116 日文 美Ⅰ 303 Art and You 創造の世界へ
1
4

生徒の「美的体験を豊かにし、
生涯にわたり美術を愛好する心
情を育てる」とともに「美術文
化についての理解」を深めるこ
とができるように、適切に題材
を選択し、配列されている。

生徒が持ち歩き、いつでも開い
て見ることができるようなB5ワ
イド判。またページ数も多く題
材も充実しており、良質の原稿
を使用した美しい作品が多数掲
載されている。

作品と作家のデータは、作品の
理解に役立つように正確にわか
りやすい表記である。掲載作品
は、美術の教科書として必要な
情報が正しく伝わるよう、忠実
な印刷となっている。

芸術 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ 　

教材、資料、学習活動全般に、
書を愛好する心情を育て、感性
を豊かにするための工夫がされ
ている。また、古典教材として
の書への興味・関心を喚起し、
書の伝統と文化への理解を深め
ることができる。

豊富に例示された近現代の創作
作品や、カラー図版を多様した
書道史略年表などにより、自ず
と書表現への親しみと意欲を増
すことができる構成となってい
る。

判型を大きくすることで写真や
図版を大きく見せたり、漫画の
キャラクターを登場させたりす
るなど、学習意欲を高める工夫
が随所に施されている。

○ 芸術 6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ
1
4

書道の幅広い活動を通して、書
を愛好する心情を育て、書道の
基礎的な能力を伸ばすよう、表
現と鑑賞相互の関連を図りなが
ら各領域が適切に構成されてい
る。

「漢字の書」「仮名の書」で
は、基本的な古典が系統的に配
列され、表現と鑑賞の学習が相
互に関連を図りながら展開でき
るよう工夫されている。

領域冒頭の扉、領域ごとに色分
けされたタイトル、読みやすい
書体と文字の大きさに配慮する
など、視覚的にも理解しやすく
する工夫がされている。

外国
語

2 東書 コⅠ 329
Power On English
Communication Ⅰ

国際的、海外、また日本での話
など、幅広い内容を扱ってい
る。英語表現、理解の基本事項
の確認から、中学校既習事項、
高校新出事項へと段階的に配置
されている。

写真、イラストが多く図版も豊
富で見やすい。ただ、写真の大
きさがやや小さい。内容構成が
生徒にとって身近なもので、装
丁もきれいである。

写真、イラストが多く図版も豊
富で見やすい。内容構成が生徒
にとって身近なもので、装丁も
きれいである。新出単語の発音
記号が書かれており、丁寧であ
る。

○
外国
語

15 三省堂 コⅠ 335
VISTA English
Communication Ⅰ New
Edition

1

高校生の興味をひくよう題材が
工夫されている。文法事項等、
平易なものから難易度の高いも
のへとステップアップする構成
になっており、使用しやすい。
また、見開きのページに、生徒
が調べる英単語がまとめられて
いる。

写真、イラストが多く図版も豊
富で見やすい。内容構成が生徒
にとって身近なもので、装丁も
きれいである。

写真、イラストが多く図版も豊
富で見やすい。内容構成が生徒
にとって身近なもので、装丁も
きれいである。新出単語の発音
記号や、単語の読み方がカタカ
ナで書かれており、とても丁寧
である。
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外国
語

2 東書 コⅡ 327
Power On English
CommunicationⅡ

英文理解を高めるスキルの確
認、コミュニケーション英語Ⅰ
までの復習事項、コミュニケー
ション英語Ⅱの新出事項へと段
階的に配置されている。

写真、イラストが多く図版も豊
富で見やすい。ただ、写真の大
きさがやや小さい。内容構成が
生徒にとって身近なもので、装
丁もきれいである。

写真、イラストが多く図版も豊
富で見やすい。内容構成が生徒
にとって身近なもので、装丁も
きれいである。新出単語の発音
記号が書かれており、丁寧であ
る。

○
外国
語

15 三省堂 コⅡ 333
VISTA English
Communication Ⅱ New
Edition

3

VISTA English Communication
Ⅱを引き継ぎ、高校生の興味を
ひくよう工夫されている。ま
た、難易度の高い文法事項等を
生徒がわかりやすいよう精選し
て取り扱っている。

図版が豊富で見やすく、写真、
票も多い。内容構成に親近感が
持て、難しい内容をわかりやす
くしようという意図が見られ
る。

難しい内容の文にも生徒が学習
しやすいよう写真やイラストを
使い、表記・表現を工夫してい
る。

○
外国
語

17 教出 英Ⅰ 326
NEW ONE WORLD
Expressions Ⅰ Revised
Edition

3

場面設定が適切で、生徒の英文
理解に応じて英語力が高まるよ
うに工夫されている。テーマに
沿って英語表現力が深まるよう
な構成になっている。

図や写真、イラストの使用が豊
富である。コンパクトにまと
まっており、英文量が適切であ
る。

活動用語語彙集の色使いに工夫
が見られ、全体的に薄めの色づ
かいで、見やすい。

外国
語

50 大修館 英Ⅰ 327
Departure English
Expression Ⅰ Revised

練習問題に工夫が見られ、英語
表現に関する日本語の解説が丁
寧でわかりやすい。レッスンが
進むに連れて、英文の難易度が
上がり、量もかなり多くなる。

英語表現の場面に応じ、イラス
トの配置に工夫が見られる。写
真は多くないが、イラストと同
様、配置が工夫されている。

英文理解が深まるような字体に
工夫が見られる。色使いにも工
夫の跡が見られる。

○ 家庭 2 東書 家基 311
家庭基礎　自立・共生・創
造

3

意思決定の考え方をもって章ご
とに考えられるようになってお
り、知識・技能に関して主体的
に学習できるように構成されて
いる。

調理法の種類と特徴など、学習
後にも確認したい箇所がわかり
やすくまとめられている。見開
きにおける情報量が比較的多
く、活字に慣れていない生徒に
対しては読みづらい側面もある
かと思われる。

写真や図、グラフが見やすく大
きく表示されており、色を効果
的に使うことで教科書に抵抗な
く読み進められるようになって
いる。

家庭 6 教図 家基 303
最新　家庭基礎　生活を科
学する

学習への主体的な態度を養うた
め、各節は生徒が自分の価値観
や考え方を見つめ直すことがで
きるチャート図からスタートし
ている。性的自立に関しての記
述がない点は検討すべき点とい
える。

各節の最後には、生徒自身が自
分の考え方を整理し、意思決定
を促すための資料が掲載され、
思考構築力を養う工夫がなされ
ている。見開きの分量も適量と
言える。

理解しやすいように、脚注で説
明を補ったり、重要な語句を目
立たせる工夫がなされている。

家庭 7 実教 家基 315 新家庭基礎２１ 　

基礎的・基本的な学習事項が丁
寧かつ平易に記述されており、
基礎的な知識を定着させる内容
となっている。性的自立に関し
て十分に記載がされているとい
える。

１分野の分量としては適切で簡
潔にまとまっている。ルビが
ふっている箇所が少なく、活字
能力によっては読み取れない部
分も出てくると考えられる。

図やグラフに関して、一つ一つ
がまとまっており見やすい工夫
があれている。

情報 2 東書 社情 310 社会と情報  

基礎的・基本的な内容が充実し
ており、生徒の習熟度に合わせ
て難易度を調整できる。説明に
ふさわしい図や写真を多く使用
しており、理解を深められる。

実習と理論に大きく分かれてい
て内容もリンクしているため、
どちらかに偏ることな授業展開
ができる。

各説明項目ごとの色分けや行間
が工夫されていて非常に見やす
い。

情報 7 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版 　

学習テーマを選んで使えるハイ
レベルな内容である。できえる
だけ普遍的な知識を正確で詳細
に説明されている。

学習指導要領の内容を全部で50
のテーマに整理してある。授業
の計画にあう構成である。

丁寧な説明文に加え、図解や写
真が多数掲載されている。ま
た、ビジュアル面からも理解を
促す工夫がされている。

○ 情報 104 数研 社情 315 社会と情報　Next 2

生徒に身近な題材を中心に学習
要素を展開し、実例を題材に学
習することがきる内容になって
いる。

学習指導を有効に進められるよ
うに考慮され、精選されてい
る。

丁寧な説明文に加え、イラスト
が多く掲載されている。また、
ビジュアル面からも理解を促す
工夫がされている。
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国語
総合

2 東書 国総 332 新編国語総合

分野・ジャンルごとに分けられ
ていて学びやすい。言語活動な
ど、表現分野の教材としても十
分使える内容となっている。

分量は適切で、装丁もカラフル
で手に取りやすい。

文字は大きさはちょうどよく、
カラー写真やイラストを多く
使っていてわかりやすい。

○
国語
総合

15 三省堂 国総 339 明解国語総合　改訂版 1

内容がバランスよく配置されて
いる。新課程用になり内容が以
前より充実している。様々な表
現活動やコラムが多く入ってい
るので興味をひきやすい。

Ａ５判になって小さくなった
が、イラストや写真などで見や
すさを補っている。装丁の色調
が淡く目に優しい。

カラー写真やイラストが大きく
美しい。文字は小さくなった
が、見やすいようにレイアウト
などを工夫している。

国語
総合

183 第一 国総 362
高等学校　改訂版　新編国
語総合

現代文は平易な内容のものが多
く、イラストや文字の大きさ等
も生徒の実情に合っている。古
典は現代語訳や書下し文等が併
記されており取り組みやすい。

イラスト付きで説明されてお
り、判も大きく取り組みやす
い。

表現力・想像力を伸ばすという
観点、また言語活動を充実させ
るという観点から適切だと考え
る。

国語
表現

17 教出 国表 306 国語表現　改訂版

一単元ずつコンパクトにわかり
やすくまとまった内容である。
学習しやすい工夫が各所になさ
れている。

装丁は簡素であるが、大変読み
やすい。小単元毎に見開きで発
展する構成はわかりやすい。

字が大きくはっきりしていて読
みやすい。見出しが色分けされ
わかりやすい。

○
国語
表現

50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版
3
4

「小論文・レポート入門」「自
己ＰＲと面接」「メディアを駆
使する」など、実社会における
表現の力を育むことができるよ
う配慮されている。

表現への抵抗感を克服し、基礎
的な国語の知識を段階的に身に
付けることができるよう配慮さ
れている。

写真やイラスト、図が豊富に収
録されており、生徒の学習意欲
を喚起し、内容の理解を助ける
ために効果的である。また、カ
ラーを効果的に用いており、印
刷も鮮明である。

国語
表現

183 第一 国表 308
高等学校　改訂版　国語表
現

表現活動として取り扱うジャン
ルが精選されており、基礎学力
の定着に適した内容である。適
切な内容の説明・解説のほか、
文章教材も多く採録されてい
る。

段階的、系統的に単元が構成さ
れている。各単元内の教材の配
列が、生徒の学習段階や実用度
を考慮したものとなっている。

写真や図の使用は少なめであ
る。文章主体の教科書という印
象を受ける。

○
現代
文Ａ

15 三省堂 現Ａ 303 現代文Ａ 4

各章で分野ごとに分けられ、学
習しやすくなっている。「日本
語エクササイズ」や「表現の実
践」など表現分野も充実してい
る。

表現分野は充実しているが、小
説作品が少なめ。装丁は落ち着
いた色になっている。

大きい活字を使用している。印
刷は鮮明で，適所にあるカラー
図版も生徒の学習意欲を高め
る。

現代
文Ａ

17 教出 現Ａ 302
現代文Ａ　青春文学名作選
―歴史の中の青春

定番のものから時代にあわせた
新しい作品も載っている。生徒
の関心をひくとともに、読解力
を養えるような内容となってい
る。

分量は適切。装丁も落ち着いた
色になっている。

文字は小さめ。カラー写真が多
く掲載されていてイメージしや
すい。

現代
文Ａ

183 第一 現Ａ 307
高等学校　改訂版　新編現
代文Ａ

掲載作品が多く、特に小説作品
が充実している。定番小説だけ
ではなく、言語学習ができる題
材なども収録されている。

分量は各分野で非常に充実して
いる。

作品に関する写真が多く掲載さ
れている。文字の大きさもちょ
うどよく見やすい。

現代
文Ｂ

17 教出 現Ｂ 327 現代文Ｂ

著名な作家の作品が数多く収録
されており、読解力や思考力の
向上とともに、ものの見方や考
え方を深められる内容となって
いる。

随想、評論、小説がバランスよ
く学べる構成になっている。ま
た、詩歌も充実している。

文字は小さめだが、注も含めて
全体的に見やすい。

○
現代
文Ｂ

50 大修館 現Ｂ 332 新編現代文Ｂ　改訂版 3

現代の高校生の感性に訴える新
鮮で親しみやすい作品や、評価
の定まっている基本的な作品が
バランスよく収録され、きめ細
かく教材化されている。

内容や難易度について、学習進
度に配慮した配列となってお
り、生徒の実態に即したバラン
スのよい構成となっている。

写真やイラスト、地図が豊富に
収録されており、生徒の学習意
欲を喚起し、内容の理解を助け
るために効果的である。

現代
文Ｂ

104 数研 現Ｂ 334 新編　現代文Ｂ

近代以降のさまざまな文章が、
幅広いテーマ・ジャンルでバラ
ンスよく取り上げられている。
表現分野では具体的な活動が課
題として掲げられ、取り組みや
すい。

第一章と第二章の二部構成と
なっており、「随想」「評論」
「小説」といった文章ジャンル
ごとに単元が設けられている。

学習に適した文字の大きさや行
間になっている。脚注の解説や
設問の内容が理解しやすい表現
になっている。

地理
歴史

7 実教 世Ａ 311 世界史Ａ　新訂版 　

ポイントとなる箇所にコラムが
掲示されていて、歴史に対する
興味・関心がたかめられる内容
となっている。

バランスのよい章立てとなって
おり、分量も適切である。

地図・写真・図版とも生徒の理
解を助けるものとなっている。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 316 世界の歴史　改訂版 　

内容がバランスよく配置されて
いる。様々な歴史的事象やコラ
ムが多く入っているので興味が
ひかれやすい。

図版や写真などで見やすさを
補っている。構成も適切であ
る。

カラー写真やイラストが大きく
美しい。文字も見やすいように
レイアウトなどを工夫してい
る。

○
地理
歴史

183 第一 世Ａ 317
高等学校　改訂版　世界史
Ａ

3

世界史への生徒の興味・関心を
喚起するコラムが多数収録され
ている。また、現代世界の課題
を歴史的に考察できるよう工夫
された内容となっている。

適切な分量であり、生徒が使い
やすい。装丁も丁寧で見やすく
まとめられている。

歴史学習を深めるのに役立つ写
真・地図・図版が豊富に掲載さ
れている。

表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧
川崎市立川崎総合科学高等学校（定時制課程）

採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁
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学年

内容 構成・分量・装丁

地理
歴史

7 実教 日Ａ 309 高校日本史Ａ　新訂版 　

簡明な記述で基本的な事項を習
得しやすい工夫が全体的にされ
ている。近現代史を適格に考察
できる内容となっている。

テーマが簡潔にまとめられてお
り、分量も適切である。

重要事項の写真・図版が随所に
掲載されており歴史の理解を促
す点からも効果的である。

地理
歴史

81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版 　

分野ごとに適切に分けられてい
て学びやすい。ポイントがつか
みやすく理解しやすい内容と
なっている。

分量は適切で、装丁もカラフル
で手に取りやすい。

ポイントとなる点に適切に写
真・図版が掲載されており工夫
された表記・表現となってい
る。

○
地理
歴史

183 第一 日Ａ 312
高等学校　改訂版　日本史
Ａ　人・くらし・未来

4

 基本的事項がわかりやすく説明
されている。学習理解を深める
特集ページや興味・関心を喚起
させるコラムなども随所に取り
入れられている。

分量は適切で生徒が使いやすい
構成となっている。装丁もよく
整えられている。

表現が丁寧で理解しやすい。全
体的に生徒が使用しやすい工夫
がされている。

地理
歴史

2 東書 地Ａ 307 地理Ａ 　

基礎的事項が体系的に整理さ
れ、生徒が着実に習得できるよ
うに工夫されている。

各事項の配置のバランスがよ
く、全体として無理のない分量
である。

略地図の描画・地形図・写真の
読み取りなどが丁寧に扱われて
いる。

地理
歴史

46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 　

学習指導要領に準拠して、世界
地誌を大幅に充実させることに
より、各地の最新事情が適格に
捉えられる内容になっている。

図版・写真が豊富に示されてお
り、分量・装丁とも適切であ
る。

模式図・写真と本文が適切にリ
ンクし、わかりやすい表現と
なっている。

○
地理
歴史

183 第一 地Ａ 310
高等学校　新版　地理Ａ
世界に目を向け，地域を学
ぶ

2

内容がバランスよく配置されて
いる。様々な民族のようすやコ
ラムが多く入っているので興味
がひかれやすい。

イラストや写真などで見やすさ
を補っている。分量・装丁とも
適切である。

カラー写真や図版が大きく美し
い。全体的に見やすいようにレ
イアウトなどを工夫している。

地理
歴史

2 東書 地図 301 新高等地図 　

学習指導要領の趣旨が適切に選
択された内容になっている。ま
た、地理的な見方や考え方の基
礎を学べる内容が多々取り上げ
られている。

系統的、かつ、わかりやすい構
成となっている。分量・装丁と
も適切である。

大判で見やすく、基本図、拡大
図とも適切に配置されている。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 309
標準高等地図-地図でよむ
現代社会-

2

全体的に見やすい工夫が凝らさ
れている。政治・経済や環境問
題などの資料図が多数掲載され
ており、充実した内容となって
いる。

学習指導要領に準拠した、構成
であり、分量・装丁とも適切で
ある。

全体的に見やすく、表記・表現
ともに適切である。

公民 2 東書 現社 313 現代社会 　

どの分野も適切な内容である。
系統だてがわかりやすく、使い
やすい。理解しやすくさせる工
夫が多くみられる。

分量は適切である。装丁も落ち
着いた色になっている。

すっきりしていて見やすい。適
切な表記・表現となっている。

○ 公民 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 1

現代社会の現状や課題などを適
切に提示しており、生徒の興
味・関心を引くような工夫が随
所にみられる。

構成・分量・装丁とも適切であ
り、学習指導要領に準拠したも
のとなっている。

図版の色分けなどが丁寧で見や
すく、内容を適切に捉えること
のできるように工夫されてい
る。

公民 46 帝国 現社 318 高等学校　新現代社会 　

基本的な事項を適格・丁寧にお
さえたうえで、学習内容をさら
に発展させることのできるよ
う、補足的な内容もコラム等で
記載されている。

学習指導要領に準拠した、適切
な構成である。分量・装丁とも
活用しやすいよう工夫されてい
る。

全体的に見やすい表記となって
おり、生徒の学習意欲を引き出
す工夫がされている。

〇 数学 2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ 1

中学校の復習や、基礎的・基本
的事項の理解や習得に役立つよ
うに配置されている。また、取
り扱っている内容も生徒の実態
に即した平易な内容になってい
る。

Ｂ５判で文字も大きく、分量も
薄くコンパクトにまとまってい
る。例の計算式の導き方が簡潔
でかつ丁寧でよい。つまづきや
すい計算は工夫され考えやすく
なっている。

図や色印刷が適度で、かつメリ
ハリがあり見やすい。公式の枠
取り、要点の図示がはっきりし
ていて覚えやすい。

数学 7 実教 数Ⅰ 323 高校数学Ⅰ　新訂版 　

各単元の配置が、生徒の理解し
やすいような配列になってい
る。扱っている内容も生徒の興
味や関心を高めるような教材
で、わかりやすい。

Ｂ５判で文字も大きく、簡潔に
まとまっている。丈夫かつ見開
きしやすい。

公式要点がはっきりしていて見
やすい。文章・式・図の配列が
ゆったりしている。色彩が豊富
に使用されており、かつ、わか
りやすくてよい。

数学 104 数研 数Ⅰ 331 改訂版　新　高校の数学Ⅰ 　

各単元ごとに学習のポイントが
示されており、筋道をたてて学
習することができる。また確認
問題や課題学習など、生徒が興
味を持つような内容になってい
る。

Ｂ５判で文字も大きく、コンパ
クトにまとまっている。分量も
適度でよい。

公式や要点がはっきりしてい
る。要点や図の配列も親しみや
すい。色を巧みに使いポイント
をおさえていてわかりやすい。

〇 数学 2 東書 数Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ 3

基礎的・基本的事項の理解や習
得に役立つように配置されてい
る。取り扱っている内容も生徒
の実態に即した平易な内容に
なっている。

Ｂ５判で文字も大きく、分量も
薄くコンパクトにまとまってい
る。例の計算式の導き方が簡潔
でかつ丁寧でよい。つまづきや
すい計算は工夫され考えやすく
なっている。

図や色印刷が適度で、かつメリ
ハリがあり見やすい。公式の枠
取り、要点の図示がはっきりし
ていて覚えやすい。
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学年

内容 構成・分量・装丁

数学 7 実教 数Ⅱ 323 高校数学Ⅱ　新訂版 　

各単元の配置が、生徒の理解し
やすいような配列になってい
る。扱っている内容も生徒の興
味や関心を高めるような教材
で、わかりやすい。

Ｂ５判で文字も大きく、簡潔に
まとまっている。丈夫かつ見開
きしやすい。

公式要点がはっきりしていて見
やすい。文章・式・図の配列が
ゆったりしている。

数学 104 数研 数Ⅱ 313 新　高校の数学Ⅱ 　

各単元ごとに学習のポイントが
示されており、筋道をたてて学
習することができる。また確認
問題や課題学習など、生徒が興
味を持つような内容になってい
る。練習問題が吟味されていて
問題数も適度でよい。

Ｂ５判で文字も大きく、コンパ
クトにまとまっている。分量も
適度に配置されている。

公式や要点がはっきりしてい
る。要点や図の配列も親しみや
すい。色を巧みに使いポイント
をおさえていてわかりやすい。
右らんの解説が丁寧でわかりや
すくてよい。

〇 数学 2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ 4

問が前述されている例題を踏ま
えた上で解きやすくされてお
り、問題の難易度も適切。また
基本的知識が定着させやすいス
モールステップ形式で扱いやす
い構成となている。

構成・分量ともに適切である。 重要語句などの表記が明確であ
り、図や絵を入れることで、視
覚的にもとらえやすい工夫がさ
れている

数学 7 実教 数Ａ 320 数学Ａ　新訂版 　

例題・問題数も多く、解説等が
親切にわかりやすくまとまって
いる。また基礎的・基本的事項
の理解や修得に役立つように配
置されているため、取り扱って
いる内容も生徒の実態に即した
平易な内容になっている。

Ｂ５判で文字も大きく、分量も
薄くコンパクトにまとまってい
る。

図や色印刷が適度で、かつメリ
ハリがあり見やすい。

数学 104 数研 数Ａ 331 改訂版　新　高校の数学Ａ 　

例・問・問題が豊富にあり、基
礎・基本をしっかりと押さえな
がら、反復練習をして、内容の
定着に結びつけ易そうである。

問題量・構成ともに適切であ
る。

わかりやすい文章表現でまとめ
られている。公式・定理などは
吹き出しで、強調されていて見
やすく工夫されている。ポイン
トとなる箇所に色や写真を使
い、わかりやすく表記・表現し
ている。

理科 2 東書 科人 306 改訂　科学と人間生活 　

自然と人間生活との関係につい
て、身の回りの事物・現象に関
する観察、実験などを学び、科
学的な見方や考え方を養い、科
学に対する興味・関心を高めら
れるようになっている。

発展的な学習内容の掲載は極力
控えられており、基本的・基礎
的な学習内容と現象が多く、観
察実験に重点が置かれている。

導入のページで興味・関心を喚
起する美しい写真を大きく使っ
たり、本文中の写真もなるべく
身近な製品を使ったりするな
ど、視覚的にくらしと科学をつ
なげる工夫がなされている。

○ 理科 7 実教 科人 307 科学と人間生活　新訂版 1

丁寧な説明で、それぞれの分野
で基本的な概念をきちんと理解
できるように記述してある。生
徒に興味を持たせるながら授業
を進められる内容になってい
る。

各内容の分量と配分が適切であ
る。写真や図が多く、全体の構
成が適当である。

文章は簡潔で読みやすく表現さ
れている。専門用語が明確に定
義され、文章が簡潔であるた
め、要点が把握しやすい。

○ 理科 7 実教 物基 314 高校物理基礎　新訂版 3

内容がわかりやすく、図や表も
適切に使って生徒の関心を高め
ることができる。自然現象を物
理的に考察できるような文章を
意識して作られている。

基礎がしっかりと身に付く構成
になっており、分量も適切であ
る。

説明が丁寧で、説明の中にわか
りやすい例なども書かれてい
る。図や写真等が豊富に掲載さ
れている。グラフや図などが豊
富で、生徒の興味・関心を引く
編集になっている。

理科 61 啓林館 物基 315 物理基礎　改訂版 　

物理的な現象がバランスよく簡
潔にまとまっており、図や表も
見やすく表記されている。生徒
が学習し易い内容である。

５部構成になっており、各項目
を並列に扱っている。各章には
まとめと章末問題があるが、解
説はなく、略解のみで、生徒が
すぐに答えを見ないように工夫
されている。

主な物理量と単位や物理定数が
まとまってあり、記号で生徒の
混乱が生じないような工夫がな
されている。

外国
語

205 三友 コ基 302
JOYFUL English
Communication Basic

英語を学ぶ楽しさを感じられる
ように工夫されている。題材も
高校生の知的好奇心を刺激する
テーマを中心に構成されてい
る。英語の基礎から学べるよう
に構成されている。

基礎的なことから、応用まで、
英語が不得意な生徒にも理解し
やすい分量になっている。

写真やイラストが随所にあり、
楽しめるように工夫されてい
て、見やすい。

〇
外国
語

226 チアーズ コ基 303
ATLANTIS English
Communication Basic

1

外国語を日常使用している人々
にとって自然な表現が用いられ
ており、生きた英語が身に付く
内容になっている。多様な物の
考え方を養えるような題材を取
り扱っている。

文法事項は基礎的な内容をしっ
かり学べるように適切な分量で
簡潔にまとめられている。レイ
アウトも見やすい。

図や写真、イラストが適切に配
置されており、カラーが効果的
に使用されている。

〇
外国
語

2 東書 コⅠ 328
All Aboard! English
Communication Ⅰ

2

世界の文化を取り上げている題
材が多く、生徒が英文を通して
世界に目を向けることのできる
教材である。

本文が見開きで簡潔しており、
学習の流れが理解しやすい。教
材バランス、全体的分量も適切
であり、装丁も丁寧である。

活字は鮮明で美しく、写真、イ
ラストなども鮮明である。用
語、記号は統一されており、記
述の仕方もわかりやすく適切で
ある。

外国
語

2 東書 コⅠ 329
Power On English
Communication Ⅰ

現実的な参考資料の多さは他の
教科書に比べて一番である。単
元のまとめも学習の再現活動ま
で想定されている。活動を主体
とした汎用性が高い仕様になっ
ている。

大学受験にも対応するような分
量の多さである。構成はシンプ
ルで演習教材かのような重量を
保っている。

色使いが豊富でありながら
フォーマルな印象を受ける。写
真も鮮明で生徒の関心を強く引
くような形である。言語活動に
関するコーナーは特に目を引く
ようなものになっている。

外国
語

9 開隆堂 コⅠ 331
Revised ENGLISH NOW
English Communication Ⅰ

興味をひきやすい題材であり、
基礎・基本を重視した内容であ
る。説明も丁寧でわかりやすく
表現されている。

やさしい文法事項から入ってい
る。分量も適切である。

写真やイラストが多く、行間に
も余裕がある。

外国
語

9 開隆堂 英Ⅰ 319
EXPRESSWAYS English
Expression Ⅰ

生徒の興味・関心に即した題材
が場面中心に精選されている。
自分が伝えたいことを的確かつ
簡潔に表現するために必要な文
構造や慣用表現が効果的に配置
されている。

３つのパートに分けられ、段階
的に身近なことから自分の意見
まで表現できるように工夫され
ている。

各課の本文内容が４コマのイラ
ストで視覚から入れるよう工夫
されている。目にやさしく、読
みやすい活字が採用されてい
る。
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〇
外国
語

15 三省堂 英Ⅰ 325
SELECT English
Expression Ⅰ New
Edition

3
4

平易な文法事項を用い多彩に表
現できるようまとめてある。
扱っている題材が高校生に親し
みやすく学習意欲を高められる
ように編成されている。興味を
そそる内容となっている。

単元ごとの分量がちょうどよい
と感じる。写真も豊富である。

写真・イラスト・図表は大き
さ、配置ともに適切である。

外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 329
Revised Vision Quest
English Expression Ⅰ
Standard

自己紹介やスポーツなど身近な
話題から社会問題などの題材が
扱われ、基本からの文法力と表
現力を養える内容になってい
る。

各課とも、文法を含むモデル会
話+文法解説+演習+発信活動の構
成になっていて、文法力と表現
力を育めるようになっている。

写真・イラスト・図表は大き
さ、配置ともに適切である。辞
書として使える実用的なページ
があり、英語の基本ルールを確
認するのに便利である。

○
保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 1

内容構成が適切で、資料等も充
実している。また、生涯を通じ
た健康やスポーツの基礎的な事
項が、わかりやすく記載されて
いる。生徒に多様な視点や課題
意識をもたせやすい。

１つの項目が見開き２ページで
完結する構成になっており、学
習者が学習範囲を意識できるよ
うに配慮がなされている。

ポイントがわかるよう強調文字
などが使用されており、カラー
や図表、イラストが多く生徒の
興味関心が起こりやすいように
工夫されている。

保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 　

学習指導要領に沿って各単元の
中で適切に精選された内容が記
述されており、重点的内容が簡
潔・適切に説明されているので
理解しやすい。

構成内容がバランスよく配置さ
れている。一つの項目が基本的
には見開き２ぺージで完結する
構成になっており、重点的に学
習が展開できるように配慮がな
されており、まとめやすい。

カラー・図版も豊富で生徒の興
味関心をひきすく、内容も理解
しやすい。的確な表現でまとめ
られており、表記の仕方も強調
され工夫されている。

○
音楽
Ⅰ

89 友社 音Ⅰ 311 改訂版　高校生の音楽１ 4

世界各国の音楽を題材にし、特
に世界の民謡・ミュージカルナ
ンバーなど歌唱教材が充実し、
バランスもよい。鑑賞教材や和
楽器などの解説が細かく丁寧で
より深く学ぶことができる。

バランスよく構成されている。
楽典の配分も充実しており、高
校生にとって適切な分量となっ
ている。装丁も細部に至るまで
工夫されている。

色刷りが多く、写真、イラスト
を多用し、視覚的に工夫がなさ
れており、見易い。譜例などが
効果的に配置されており、理解
しやすい。

音楽
Ⅰ

89 友社 音Ⅰ 312 改訂版　ON! 1

リズム・メロディー・ハーモ
ニーといった音楽の基本的要素
をはじめに学べる内容となって
おり、段階を踏んで学習活動が
できる工夫がされている。和楽
器の内容も充実している。

全体の構成がしっかりしてい
る。変化に富んで飽きさせない
構成である。分量が丁度よい。
装丁が美しい。

表現が硬くなく、理解しやすい
文章となっており、生徒の学習
意欲を引き出す工夫がされてい
る。

○
家庭
基礎

6 教図 家基 303
最新　家庭基礎　生活を科
学する

4

考える力をつけるため、資料や
統計を読み解く力がつくよう内
容に工夫が凝らされている。生
活の基本や自分の人生に対する
価値観を身に付けることができ
る内容である。

限られた時間の中でもしっかり
学べるよう、文章は簡潔で図や
資料を豊富に用いて、単位数に
見合った分量となっている。構
成も生徒に身近な内容でまとめ
られている。

理解しやすいように、脚注で説
明を補ったり、重要な語句を目
立たせる工夫がなされている。

家庭
基礎

6 教図 家基 302
家庭基礎　ともに生きる
明日をつくる

家庭科学習の模式図や乳児の等
身大の写真をはじめ豊富な図版
が、学習の導入に役立つよう工
夫されている。

各章に学びの地図を配置し、そ
の章で何を学ぶかを一見して分
かるようなつくりと構成になっ
ている。

高校生のキャラクターを設定
し、家族などの領域が学習でき
るよう工夫されている。

○ 工業 7 実教 工業 301 工業技術基礎 1

理解しやすい記述で基礎的な知
識や、工業各分野の基礎的な技
術について、よく整理されてい
る。

わかりやすく、それぞれの内
容、分量とも適切でよく考えら
れている。

文章表現、用語などの使用が適
切である。

工業 7 実教 工業 302 機械製図 　

基本的事項、製図例が豊富で、
様々な学習に対応できるように
配慮がなされている。

機械製図の基礎を系統的に配列
し、理解しやすい構成となって
いる。

明確な文章・図版の説明があり
適切な表記である。

工業 7 実教 工業 303 電気製図 　

電気製図に関する基礎的・基本
的な事項をわかりやすく取り上
げ、初心者にも理解しやすく工
夫されている。

製図の導入を十分に意識し記述
されている。系統的に構成され
ている。

文章表現や用語、基本的内容の
記号・単位が適切である。製図
の事例も豊富であり表現も的確
である。

○ 工業 7 実教 工業 307 製図
2
3

基礎的・基本的および発展的な
内容で、文章表現、用語などの
使用が適切である。製図例など
も豊富に記載されている。

内容が系統的、発展的に構成さ
れている。

文字、図版が、適切に配慮され
ている。

工業 7 実教 工業 385 情報技術基礎　新訂版 　

情報技術の基礎について、具体
的な事例が多く用いられてお
り、理解しやすく構成されてい
る。プログラミング言語はBASIC
とＣが用いられている。

無理のない構成で、具体的な解
説で学びやすく、多くの練習問
題を取り入れている。

４色刷りにして、見やすく、わ
かりやすい言葉で書かれてい
る。

工業 7 実教 工業 386 精選情報技術基礎　新訂版 　

BASICやＣ言語を掲載しており、
例題を通して学習が進められる
よう配慮されている。また、情
報モラル等に関する記載もされ
ている。

学習がスムーズに進むように系
統性に配慮がなされており、理
解しやすい構成になっている。

多くの図を掲載していて理解を
助けるように工夫されている。
カラー刷りにして、見やすく、
わかりやすい言葉で書かれてい
る。

○ 工業 154 オーム 工業 311 情報技術基礎 2

情報技術の基礎について、具体
的な事例が多く用いられてお
り、理解しやすく構成されてい
る。プログラミング言語はＣが
用いられている。

パソコンの操作や利用方法が身
に付くように解説している。図
などを多く取り入れ、章末に問
題を加えることで、理解の定着
に努めている。

写真や図を多く取り入れ、視覚
的に理解できるように工夫して
ある。やさしい言葉で簡潔に書
かれている。
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工業 174 コロナ 工業 387 新 情報技術基礎 　

工業の各分野における情報に関
する内容が精選されており、生
徒の発達段階に応じて学習がで
きる内容となっている。

興味を持って学習でき、系統性
に配慮がなされており、生徒が
勉強しやすい構成になってい
る。

写真や図が多く関心や意欲が持
ちやすいようになっている。ま
た、わかりやすい言葉で書かれ
ている。

工業 7 実教 工業 315 機械工作１ 　

新しい工作技術・機械を取り上
げ加工技術のしくみを生徒が理
解できるよう丁寧に記述してあ
る。

各章の内容が系統的に構成して
あり、図版の分量も適当であ
る。

図や写真が比較的大きく、見や
すく工夫され、解説も適当であ
る。

工業 7 実教 工業 316 機械工作２ 　

機械工作の基本的な知識や技術
について丁寧に記述してあり、
具体例を取り入れ、理解しやす
く工夫されている。

系統的に構成されており、図版
も多く分量も適当である。

図や写真が豊富で、文章とのバ
ランスがよい。

○ 工業 7 実教 工業 317 新機械工作 3

材料の性質など、内容が精選さ
れており、機械工作の基本的な
知識や技術について具体例を取
り入れ、理解しやすい記述に
なっている。

基礎的な部分から応用分野まで
系統立てわかりやすく編集して
ある。

文字の大きさ、字間・行間・書
体などが適切である。図や写真
が大きく、見やすい。

工業 7 実教 工業 318 新機械設計 　

機械設計について内容の精選が
行われ、基本的な内容を中心に
学べるよう工夫されている。

図版も多く設計例が多く、分量
もよい。

平面図や立体図を多用し、視覚
的に理解しやすいように工夫さ
れている。

○ 工業 7 実教 工業 319 機械設計１ 3

説明は具体的な設計例が教材に
なっているので、基本的な設計
技術について学べる。

系統的な構成にしてあり、図版
も多く分量も適当である。

設計の手順と図や例を多く取り
入れ、わかりやすく工夫されて
いる。

○ 工業 7 実教 工業 320 機械設計２ 3

仕様･総合･解析･評価･設計解の
順で構成され、「設計とは何
か」「よい機械とは何か」を考
えさせ必要な基礎が学べるよう
に工夫されている。

例題が多く構成が工夫されてい
て、分量も丁度よい。

設計の手順と図や例を多く取り
入れ、わかりやすく工夫されて
いる。

○ 工業 7 実教 工業 345 原動機 4

流体力学、熱力学の基礎をふま
え、原動機の構造や、機能がわ
かりやすく適切に配列されてい
る。自動車の歴史など生徒に興
味をもたせるよう工夫してい
る。

学習内容に応じて項目が細分化
され、効率よく系列的で理解し
やすい構成である。

図や写真が多く取り入れられ、
理解しやすいよう工夫されてい
る。

工業 154 オーム 工業 327 電気基礎１ 　

電気とは何かから始まり、単
位、法則、測定についてしっか
り説明がされ、日常の生活での
電気の役割など、生徒が電気に
興味を持つような工夫がある。

例題と練習問題は適切な問題に
なっており、問題を解くこと
で、基礎的な内容が身に付くよ
うになっている。

表記・表現ともよくできてい
る。色分けなどを使いわかりや
すい。

○ 工業 174 コロナ 工業 329 わかりやすい電気基礎 1

直流回路や電流と磁気、静電
気、交流回路、電気計測など広
範囲にわたり基礎・基本を確実
に学ぶことができるよう配慮さ
れている。

基礎・基本を学び、学習の定着
が図れるよう図や写真を用いて
構成されており、わかりやす
い。

カラーページが多く、図やイラ
ストを用いて図解的に解説して
おり、わかりやすい表現で書か
れている。

工業 174 コロナ 工業 330 電気基礎（上） 　

直流回路や電流と磁気、静電気
の内容を基礎・基本を確実に学
ぶことができるよう配慮されて
いる。

演習を重視し、例題を丁寧に説
明し、問いにより習得できるよ
うになっている。

２色刷りで学習効果の向上を
図っており、わかりやすい表現
で書かれている。

工業 174 コロナ 工業 331 電気基礎（下） 　

理論にともない例題や問題が多
く示され、単元ごとのポイント
も適切に配置されている。

従前の教科書に比べサイズも大
きくなったことで見やすくな
り、学習しやすい系統になって
いる。

３色刷りで学習効果の向上を
図っており、わかりやすい表現
で書かれている。

○ 工業 7 実教 工業 391 電気機器　新訂版 3

各種電気機器および電気材料の
基礎を網羅し、多用したわかり
やすい内容になっている。

新訂版前同様に内容・具体的分
量も適切である。

視覚的に理解できるように各章
が見やすい図を多く掲載し、見
返しにも活用できるように工夫
している。

工業 154 オーム 工業 349 電気機器 　

学習内容に関する具体的な事例
を多く取り上げている。そのた
め学習者が理解しやすくなって
いる。

内容が具体的で分量も適切であ
る。

分かりにくいところは図が取り
入れられており、説明も適切な
ので、生徒にとって理解しやす
い表記である。

工業 7 実教 工業 392 電力技術１　新訂版 　

基礎的・基本的な事項をわかり
やすく取り上げ、容易に理解で
きるよう工夫されていている。

構成・内容にも十分に配慮され
ており、学習量としても適切で
ある。

図表等がわかりやすく色分けさ
れており、表記方法も適切であ
る。
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工業 7 実教 工業 393 電力技術２　新訂版 　

電力技術に関する基礎的事項が
図や表を多く取り入れわかりや
すく解説されている。

図板が大きく視覚的にわかりや
すい。

図や表など適切に配置されてい
る。

○ 工業 154 オーム 工業 352 電力技術１ 4

電力技術に関する基礎的事項が
具体例を多く取り入れイメージ
しやすいように解説されてい
る。

構成・内容にも十分に配慮され
ており、学習量としても適切で
ある。

図表等がわかりやすく色分けさ
れており、表記方法も適切であ
る。

○ 工業 154 オーム 工業 353 電力技術２ 4

電力技術の基礎的事項から発展
的事項まで図や表を多く取り入
れ説明も丁寧である。

やさしい文法事項から入ってい
る。量も適当である。

やさしくわかりやすい言葉で書
かれている。図や表など適切に
配置されている。

工業 7 実教 工業 395 電子回路　新訂版 　

基本的な回路について丁寧に記
述され、適所に例題や問が設け
られている。

各種の回路についてまんべんな
く学習できる構成になってい
る。

図や写真などが適所に配置され
いる。

○ 工業 174 コロナ 工業 357 電子回路 3

原理や動作が理解しやすい回路
が取り上げられ、内容が必要か
つ十分に記述されている。

内容が系統的に構成されてい
る。装丁がよく、各内容の分量
と配分が適切である。

説明の文章が簡潔でわかりやす
い。重要用語をよく強調してい
る。図や写真が適切に配置さ
れ、要点が理解しやすい。

○ 工業 7 実教 工業 359 電子情報技術 4

コンピュータによる制御技術が
ハード・ソフトの両方にまた
がって幅広く書かれており、理
解しやすい内容になっている。

分野別に片寄りがなく構成され
ている。

２色刷りで、各説明が細かくわ
かりやす表現がされている。

○ 工業 7 実教 工業 360 ハードウェア技術 3

コンピュータに関する知識と
し、論理回路や制御技術など
ハードウェアに関する内容を学
習することができる。また、基
本情報技術者試験への配慮もさ
れている。

写真や図を多く取り入れられて
おり、章末に問題もあり、理解
の定着に努めている。

２色刷りを効果的に用いてお
り、図やイラストを用いて、見
やすく、わかりやすい表現で書
かれている。

○ 工業 7 実教 工業 361 ソフトウェア技術 4

コンピュータに関する知識とし
て、オペレーティングシステム
や情報セキュリティなど基本情
報技術者試験への配慮もされて
いる。

写真や図を多く取り入れられて
おり、章末に問題もあり、理解
の定着に努めている。

２色刷りを有効に利用してお
り、図やイラストを用いて、見
やすく、わかりやすい表現で書
かれている。

○ 商業 7 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版 1

デザインや挿絵に工夫があり親
しみやすい。用語の解説や資料
等がわかりやすい。学習を進め
るうえで適切な内容である。

分量は適切である。豊富な資料
の構成が工夫されておりわかり
やすい。

グラフや図表が豊富に使われて
いる。挿絵等も生徒が興味を持
てるものとなっている。

商業 144 暁 商業 302 新ビジネス基礎 　

章立てが、経済現況が教科書後
半になっているが、前半の方が
学習しやすい。

章ごとに設定された練習問題で
ある。構成は興味を持てる内容
である。

シンプルな配色はとてもよい
が、強調用語の部分が少し分か
りづらい。

商業 190 東法 商業 335 ビジネス基礎　新訂版 　

基礎・基本の解説が平易な表現
である。効果的な色使いや豊富
な図解や写真を利用している。
文章による説明が適切である。

分量としては問題はない。豊富
な資料である。

文章表現、内容が適切である。

○ 商業 7 実教 商業 345 ビジネス実務　新訂版 1

学習に必要なすべての要素が網
羅されており、それらが丁寧に
記述されているため理解しやす
い。

例題や基本問題、練習問題が豊
富にあり、バランスのとれた構
成になっている。

例題や実習問題が豊富に掲載さ
れている。

商業 190 東法 商業 346 ビジネス実務　　新訂版 　

基礎的な知識及び技能を習得さ
せることに重点が置かれてい
る。

例題や実習問題が豊富に掲載さ
れている。

視聴覚的要素から理解を促すよ
う配慮されている。

○ 商業 7 実教 商業 327 経済活動と法 4

興味をひきやすい内容となって
いる。法律用語の説明もわかり
やすく、授業を進める上で参考
になる内容である。

振り返りをさせる際にＱ＆Ａ等
があり、例示しやすい。また、
内容や量等も適切である。

イラストや挿絵が充実してい
る。また、発展学習をする際の
事例がわかりやすくまとめられ
ている。

商業 190 東法 商業 328 経済活動と法 　

内容等は特段問題無いものと
なっているわかりやすい内容で
あるが少々難しい表記もある。

調べ学習をさせるには昨年の指
摘同様｢索引表記｣が大いに利用
出来ると感じた。特段問題は無
いと思われる。

難解な表記も少なく、目で教え
るのに充実したものとなってい
る。十分な内容と言える。
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番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧
川崎市立川崎総合科学高等学校（定時制課程）

採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

商業 7 実教 商業 338 新簿記　新訂版 　

平易な表現で記述されており、
基礎項目から発展項目へと段階
を追って学習でき、幅広い知識
や技術を習得できる内容であ
る。

各単元の分量が適切である。イ
ラスト・脚注が豊富でわかりや
すい。

カラーユニバーサルデザインを
採用し、すべての学習者が使い
やすいように配慮している。帳
簿類や図解が見やすい。

○ 商業 7 実教 商業 339 高校簿記　新訂版 2

デザインや挿絵に工夫があり、
企業会計に関する内容がわかり
やすい。学習を進めるうえで適
切な内容である。

理論的に簿記を学習できる構成
となっている。各節にセルフ
チェック、単元ごとに重要仕訳
の表記があり、自ら学習する際
に役立つ。

カラーユニバーサルデザインを
採用し、すべての学習者が使い
やすいように配慮している。帳
簿類や図解が見やすい。

商業 190 東法 商業 340 簿記　新訂版 　

図・表・帳簿記入例の表記を中
心にしており、文章での説明を
最低限にしている。章ごとに学
んだ仕訳がまとめて列記してあ
り、確認もしやすくまとめられ
ている。

例題の表記がわかりやすく、復
習の際に活用できる。

本文の内容は２色刷りで見やす
く学習しやすい。

商業 7 実教 商業 342 情報処理　新訂版 　

基礎・基本を重視しつつも、
Excel関数を多数扱うなど、学習
内容は幅広い対応が可能。全商
情報処理検定試験2級・全商ビジ
ネス文書実務検定試験1級の範囲
を対応した内容である。

写真・イラストを豊富に使用
し、生徒が親しみやすいよう、
イラストや色の使い方は、やさ
しい印象が出るよう工夫されて
いる。

パソコン操作画面をわかりやす
い解説を伴って記載しており、
理解が深めやすいものとなって
いる。余白の用語解説が丁寧で
ある。

○ 商業 7 実教 商業 343 最新情報処理　新訂版 2

情報処理分野における学習内容
が網羅されている。表計算の箇
所は、実用性の高い関数を取り
上げ、検定試験のほかビジネス
社会でも通用する実務性の高い
ものまで掲載してある。

内容の構成に工夫が見られる。
やや分量が多いがわかりやすく
学習を進めるのに適している。

資料が見やすくわかりやすい。
デザインに親しみやすさがあ
る。

商業 190 東法 商業 344 情報処理　新訂版 　

単元ごとのポイントとなる関数
を中心に、丁寧に説明がされて
ある。また、題材も身近なもの
を多数取り上げているのでわか
りやすい。

分量は適切である。内容の構成
に工夫がみられる。プレゼン
テーションの解説、ビジネス文
書の例示が少ない。

イラストや図を多用した解説が
多く、全体的に理解しやすい内
容である。

○ 商業 7 実教 商業 352 ビジネス情報　新訂版 3

プログラムのコードを使用しな
い簡易なマクロ言語の利用法が
記述され、全商検定のプログラ
ミング部門も対応できるようア
ルゴリズムの基礎から、プログ
ラムのコードを使用したマクロ
言語まで、丁寧に説明されてい
る。

VBAとAccessで同じ題材のシステ
ム作成の例題を扱いシステムを
構築する中で両者の長所を比較
できる構成である。教科書の範
囲でITパスポート試験や基本情
報技術者試験に頻出する用語な
ども扱っており内容も豊富であ
る。

データベースの概念は、科目
「情報処理」で学習したExcelと
対比し生徒が理解しやすい記述
である。Accessの実習も、例題
を短く区切り操作画面を多数掲
載されている。簡易な表現であ
る。

商業 190 東法 商業 353 ビジネス情報　新訂版 　

「情報処理」を学習した生徒が
「ビジネス情報」の学習へとつ
ながっていけるよう「情報処
理」教科書とテーマやイメージ
に共通性をもたせて記述されて
いる。イメージがつけやすい。

アルゴリズム学習に重点を置く
構成である。思考力や判断力を
学び流れ図からプログラミング
へ発展的な学習ができる。シス
テム開発では表計算とデータ
ベースで自動化するための両者
の技法を学べる。

図版・イラストを豊富に登載
し、理解が促進されやすい。ソ
フトウェアの操作については課
題設定を工夫し、教科書のみで
学習ができるよう、画面画像を
多用した的確な操作指示と丁寧
な解説で展開されている。
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○ 国語 15 三省堂 国総 338 精選国語総合　改訂版 1

現代文編、古文編、漢文編と構成
されている。古典的名作が多く取
りあげられ、なおかつバランスよ
く配置されている。また読書を促
すようなコラムも充実しているこ
とが特徴的である。

全編350ページ以上あり、やや厚
めである。装丁は簡素であるが、
読みやすく整っている。

脚注は分量・内容とも適切であ
る。写真・図版が豊富である。

国語 50 大修館 国総 346 精選国語総合　新訂版  

現代文編、古文編、漢文編と構成
されている。古典的名作が多く取
りあげられ、なおかつバランスよ
く配置されている。発展学習に深
みがあり、より高度な学びに適し
ている。

全編400ページ以上あり、かなり
厚めである。装丁は簡素である
が、読みやすく整っている。

脚注は分量・内容とも適切であ
る。常用外の漢字を使用するな
ど、多少難解ではある。

国語 50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版  

一単元ずつコンパクトにわかりや
すくまとまった内容である。実践
的な内容が多い。学習しやすい工
夫が各所になされている。

装丁は簡素であるが、大変読みや
すい。分量は適切である。

字が大きくはっきりしていて読み
やすい。フォントの種類が多く、
多少ゴチャゴチャして見える。

○ 国語 17 教出 国表 301 国語表現 3

一単元ずつコンパクトにわかりや
すくまとまった内容である。基礎
を学ぶことにおいて最適の教材で
ある。学習しやすい工夫が各所に
なされている。

装丁は簡素であるが、大変読みや
すい。小単元毎に見開きで発展す
る構成はわかりやすい。

字が大きくはっきりしていて読み
やすい。見出しが色分けされわか
りやすい。

○ 国語 2 東書 現Ａ 306 現代文Ａ 4

文章の形態からみた「小説・詩
歌」と「随想・評論」が適切に示
されていてわかりやすい。

２単位用の「現代文」として，無
理なく学習できる分量の教材が用
意されている。

資料性の高い写真・図版が教材本
文の該当箇所に適切に掲載され，
生徒の興味を喚起し，教材の理解
を促す点からも効果的である。

国語 183 第一 現Ａ 307
高等学校　改訂版　新編現
代文Ａ

小説とそれ以外が、ほぼ２作品ず
つ交互に織り交ぜられ、目次では
それらが色分けされていてわかり
やすい。

２単位用の「現代文」として，無
理なく学習できる分量の教材が用
意されている。

資料性の高い写真・図版が教材本
文の該当箇所に適切に掲載され，
生徒の興味を喚起し，教材の理解
を促す点からも効果的である。

○
地理
歴史

81 山川 世Ａ 315 現代の世界史　改訂版 2

基礎的・基本的事項は理解しやす
く記述されている。巻頭や本文中
に地理や日本史との関連を扱った
項目が設けられ、歴史学習の基本
的技能の習得や他科目との関連が
図られている。

２部９章で構成されている。歴史
の展開・流れに沿って配置されて
おり、分量も適切である。各部の
はじめに年表を記載しており、簡
潔に各時代の流れが把握しやす
い。

わかりやすい表記になっている。
地図・写真・コラムなどの資料が
豊富で内容と配置も工夫されてい
る。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 316 世界の歴史　改訂版  

地図帳並みの地形図で世界をつか
みやすくなっている。時代の変遷
を略地図で表すなどの工夫がなさ
れている。各ページに小見出しが
付いていて、学習の目標がわかり
やすくなっている。

資料や図版がとても多く、大きく
て見やすい。解説も丁寧でわかり
やすい。各ページでの略地図が、
理解を容易にしていて、出来事が
どこで起こったものなのかがつか
みやすい。

シンプルな表記でありながら、図
や表・写真と合わせることによ
り、出来事がどこで、どうなった
のかをつかみやすく表現してい
る。時代の変化を理解しやすい。

○
地理
歴史

81 山川 日Ｂ 314 高校日本史　改訂版 4

本文は基本的な叙述が多く、日本
史の流れを把握しやすい。また、
豊富な写真・地図・資料を取り入
れ、理解しやすい内容となってい
る。口絵には、「空からみる歴史
遺産」が掲載されており、生徒が
興味・関心を持てるように工夫さ
れている。

４部１１章で構成されている。ま
た「周辺地域から学ぶ」などのコ
ラムも豊富に記載されており、ま
た「歴史と資料」・「歴史の解
釈」・「歴史と論述」などで発展
的な学習ができるようになってい
る。

図版や写真などが豊富に使われ、
文字のサイズや書体が適切であ
る。表記が簡潔でとてもわかりや
すく理解しやすいように工夫され
ている。

地理
歴史

81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版  

本文は基本的事項の内容が充実し
ており、かつ豊富に記述されてい
る。図版や写真なども多く記載さ
れており、脚注には詳細な記述で
より高度な内容にも触れている。

原始・古代、中世、近世、近現代
の４部構成になっており、各時代
の特徴を捉えやすくなっている。
各部のはじめに年表を記載し、そ
の時代に何が起きたのか分かるよ
うになっている。

図版は配色に留意し工夫を凝らし
ている。写真がコンパクトに提示
されている。

地理
歴史

46 帝国 地Ａ 312 高校生の地理Ａ  

地理の基礎知識がしっかり押さえ
られている。各見開きの導入資料
「レポート」では、学習テーマに
関連した、世界各地の旅行記や体
験談などが書かれており、生徒の
興味関心をもたせるのに十分であ
る。写真が大きく取り入れられ、
地域の様子を視覚的にとらえやす
い。

本文を補足する写真やグラフが豊
富で、配置も適切で大きくて見や
すい。各単元では「ニュース」が
設けられており、生徒の興味関心
を持たせるような工夫がなされて
いる。

多色の色分け表現には、模様を
使って区分けしやすくしたり、写
真や図が多く配置おり、見やすい
ように工夫されている。表記が簡
潔で理解しやすい。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 1

基礎的事項が体系的に整理され充
実している。大きな図版や写真、
模式図等で、地形や機構の自然環
境の概念をわかりやすく説明して
いる。

一つの単元が見開きで、まとまり
を良くしてあり、学習計画を立て
やすい。世界すべての地域をカ
バーしているが、分量や配列は適
切である。

文章表現も平易で、見やすく読み
やすいフォントを使用するなど工
夫してる。図版資料も豊富で見や
すく工夫がなされている。

地理
歴史

2 東書 地図 301 新高等地図  

地域図に写真、鳥瞰図、断面図な
どが添えられ、地域の概観を多面
から理解できる内容となってい
る。主題地図もよく整理されてお
り、興味、関心をひくものとなっ
ている。

豊富な写真、図版、統計資料がよ
くコンパクトにまとまられてい
る。地形図と主題図、統計資料が
バランスよく配置されており、使
いやすい構成になっている。

落ち着いた色彩で図版が見やす
い。位置図は地球上での位置理解
を意識させる。統計資料にも色彩
を施すなど視覚的配慮がされてい
る。インデックスの添付は利便性
が高い。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図 1

詳細な地図を基本に豊富な主題地
図が配置されており、様々な用途
に対応できる。地形や気候に関す
る図版も適切で充分な統計資料を
掲載している。

オーソドックスな構成で資料も豊
富に掲載されており、各領域内容
がバランスのとれた配置となって
いる。インデックスが設置されて
おり、利便性を高めている。

伝統的な等高段彩表現が用いられ
ており、見やすい配色で、地形の
概観を理解しやすい。主要図に位
置図が併記され、地球上の位置理
解を促進している。

表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立橘高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁
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番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立橘高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

○ 公民 2 東書 現社 313 現代社会 3

現代社会の基礎的・基本的な学習
事項の内容がバランスよく配置さ
れている。太字による表記や具体
性のある豊富な資料などは、内容
の理解や習得が図りやすい。

学習内容は、課題追求学習と基
礎・基本と系統的に構成されてい
る。全体を通して中学校の内容を
ふまえて記述されている。また第
１部ではわかりやすいテーマを取
り上げ、現代社会を学べる構成と
なっている。

記述は容易であり、扱いやすいよ
うに工夫されている。用語・記号
は統一されており、記述の仕方も
適切である。また、写真や図でわ
かりやすくしている。

公民 46 帝国 現社 318 高等学校　新現代社会  

基礎的な内容でわかりやすく記述
されている。本文各所に生徒が主
体的に考え表現できるよう作業学
習の項目が設けられている。

本文・資料・図版・写真の配置は
バランスがよく、理解しやすい構
成になっている。

基礎・基本を重視した適切な表現
であり、理解しやすいよう丁寧に
表記されている。

数学 2 東書 数Ⅰ 318 数学Ⅰ　Standard  

Ａ５判サイズの中に説明内容が詳
しくコンパクトにまとまってお
り、理解しやすい内容になってい
る。

　各章の前にその章を学習する為
に必要な既習事項の復習のページ
があり、それに取り組むことに
よってスムーズにその章の学習に
入れるように工夫されている。

 各文章表現や文字の大きさ、記
号の使用等、適切である。

○ 数学 2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ 1

本文の説明が丁寧で理解しやす
い。ポイントがカラーで図式化さ
れていて学習しやすいように随所
で工夫がなされている。また、巻
頭に中学数学の要点復習ページが
あり、わかりやすい説明がなされ
ている。

Ｂ５判で見やすく使いやすい大き
さである。見開きで説明がまとめ
てあり「例題」や「問い」の量も
適切である。

多色刷りで平易な言葉を用いてお
り、読みやすい内容である。

○ 数学 2 東書 数Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ 4

本文の説明が丁寧で理解しやす
い。ポイントや説明に関する図や
多くの公式等が多色刷りで印刷さ
れていて見やすく、学習しやすい
工夫が随所でなされている。

Ｂ５判で見やすく使いやすい大き
さである。また、見開きで説明が
まとめてあり「例題」や「問い」
の量も適切である。

多色刷りで見やすい内容である。
文字の大きさも適切であり読みや
すい。

数学 7 実教 数Ⅱ 323 高校数学Ⅱ　新訂版  

事柄の説明の仕方や例、例題の解
説の仕方等がわかりやすい。ま
た、練習問題の量も適している。

本文の説明が順序立ててあり、理
解しやすい構成になっている。

随所で図が効果的に使われてお
り、記号、用語等の使用が適切で
ある。

数学 2 東書 数Ａ 318 数学Ａ　Standard  

Ａ５判サイズの中にわかりやすい
説明が十分になされているが、も
う少し行間を含め、全体的に間隔
を空けた方がよい。

各章の前にその章を学習する為に
必要な既習事項の復習のページが
あり、それに取り組むことによっ
てスムーズにその章の学習に入れ
るように工夫されている。

多色刷りではあるがカラフルな色
はほとんど使用しておらず、全体
的に落ち着いた内容になってい
る。

○ 数学 2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ 3

本文の説明が丁寧で理解しやすい
記述である。イラストや図が多色
刷りで見やすく、ポイントが図式
化されている等学習しやすい工夫
が随所でなされている。

Ｂ５判、見開きで説明がまとまっ
ており見やすい。「例題」や「問
い」の量も適切である。

多色刷りで見やすい内容である。
１ページについての文字の量も適
切であり読みやすい。

理科 2 東書 物基 312 改訂　新編物理基礎  

親しみやすい図やイラストが豊富
につかわれており、生徒が理解し
やすいように工夫されている。
学習指導要領の内容について、不
足なく取り上げられている。

項目ごとに見開きで完結するよう
に構成されており、授業を進めや
すいように工夫されている。
生徒の関心や興味を考慮した章構
成、内容のまとまりや順番となっ
ている。

用語、記号が統一されており、記
述のしかたも適切である。写真や
図版を大きく見せるなど、生徒の
学習意欲を刺激する工夫がなされ
ている。

理科 7 実教 物基 314 高校物理基礎　新訂版  

学習指導要領の内容について、不
足なく取り上げられている。物理
現象のイラストや図が大きく配列
されており、生徒が理解しやすい
ように工夫されている。

各項目で学ぶ内容や要点が一目で
わかるように工夫されている。
見開きで内容が完結するように構
成されており、進度に合わせて自
由に教材の取捨選択ができるよう
に工夫されている。

重要な図や写真を大きく配列し、
物理現象を視覚的に理解しやすい
ように工夫されている。物理量の
英語表記や学習の流れがわかりや
すいように工夫されておる。

○ 理科 104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎 4

学習指導要領の内容について、不
足なく取り上げられている。
身近で親しみやすい話題を扱い、
生徒の物理への関心を高めるよう
に工夫されている。

見やすい図解と、ていねいな補足
説明により、学習がわかりやすい
構成となっている。先取りの内容
は最小限にとどめている。

「文字式」をていねいに導入して
おり、中学校の復習や数学的知識
の補足がされており無理なく学習
を進められるように工夫されてい
る。

理科 2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎

図や写真は精選され、生徒に理解
しやすいような編集になってい
る。研究や探究しやすいように編
集されている。

図や写真の配置に工夫がされてい
て、生徒に印象が残りやすく工夫
されている。

図版資料が豊富で、わかりやすい
説明がなされている。

理科 7 実教 化基 317 高校化学基礎　新訂版

説明が簡潔で明解であり、扱って
いる例題が生徒にわかりやすい。
物質の特徴や性質などわかりやす
くまとめられている。

内容が系統的に配列され、分量も
適切である。

わかりやすい説明がなされてい
る。

○ 理科 183 第一 化基 322
高等学校　改訂　新化学基
礎

1

必要な内容が大変精選されている
とともに、説明が丁寧で学習しや
すい。生徒の興味を引く話題など
も掲載し、学習指導を進める上で
適切である。

構成は適切である。分量も本校の
生徒にとって適切である

適切でわかりやすい文章表現であ
る。
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購入
学年

内容 構成・分量・装丁

理科 2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎  

必要な内容が精選されているとと
もに、丁寧で学習しやすい。生徒
の関心を引く話題なども多く、学
習を進める上で適切である。

図や文章とも分量が豊富で、構成
が適切である。

視覚的に親しみやすい配置で、適
切でわかりやすい表現になってい
る。

理科 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版  

必要な内容が精選されており、丁
寧で学習しやすい。生物の変遷や
流れがわかりやすくまとめられて
いる。

構成・分量ともに適切であり、装
丁も丁寧である。

わかりやすく、適切な文章表現に
なっている。

○ 理科 183 第一 生基 319
高等学校　改訂　新生物基
礎

2

生物や生命の現象に見られる多様
性や共通性が書かれている。基本
的な事柄や重要事項が、丁寧にわ
かりやすく書かれている。平易な
内容から高度な内容まで網羅され
ている。

写真や図など、分量が適切で、わ
かりやすく工夫されている。

わかりやすい説明がなされてい
る。文字の大きさや図も適切であ
る。

理科 7 実教 地基 307 地学基礎　新訂版  

単元構成がしっかり工夫され、内
容的にもわかりやすい記述になっ
ている。編集も適切なものになっ
ている。

文章や図の配置や構成に工夫があ
り、分量も適切である。

図や写真の配置が適切で、表現も
わかりやすい。

理科 104 数研 地基 309 新編　地学基礎  

基本的な事柄や重要事項が、適切
に取り上げられている。。平易な
内容から高度な内容まで網羅され
ている。

構成は適切であり、分量も本校の
生徒に十分なものとなっている。

わかりやすい説明がなされてお
り、図や写真も豊富である

○ 理科 183 第一 地基 310 高等学校　改訂　地学基礎 3

地学現象の様々な具体的事例が単
元の構成や説明の中で、学びやす
い構成になっている。基本的な内
容から発展までよくまとめられて
いる。

図や文章とも分量が適当で、構成
も適切である。

表現もわかりやすく図や写真の表
記が適切である。

○
保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 1

基本を押さえたわかりやすい表記
がなされており、解説等も簡潔に
書かれている。

２部構成になっており、１部には
グラフなどの統計があり、２部に
はその事実に基づき健康への価値
観を考えさせるものになってい
る。

紙面のレイアウトは見やすく、カ
ラーも有効的に使われ、生徒の理
解を補足できるようになってい
る。

保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版

説明が明確であり、各項目のポイ
ントがよくまとめられている

整理された使いやすい構成になっ
ている。分量は項目ごとに適切に
配置されており、重要項目にはま
とめのページがあり、より深く学
習できる。

イラストが多く、視覚的にも理解
する工夫が随所に見られる。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版　保健体
育

各項目毎の目標が明示されてお
り、わかりやすい。図や表の資料
も充実している。

構成は適切である。文章、図とも
に分量が適切であり、基本的な内
容を理解しやすい。

図表やイラストも詳しく表現も理
解しやすい。

○ 芸術 17 教出 音Ⅰ 308
高校音楽Ⅰ改訂版　Music
View

3

歴史に残る名曲から最新のポップ
スまで幅広く収録されている。選
曲が非常によく、生徒も関心を持
ちやすい。

非常にカラフルに仕上がっており
見やすい。楽曲形式などの説明が
わかりやすい。

イラストが豊かで非常に美しい。
思わず教科書を開きたくなる衝動
に駆られる。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１  

親しみやすく，ポピユラーな曲が
多く入っており、歌唱キーが低
く、生徒に適している。

構成・分量・装丁ともに適切であ
り、使いやすい。

楽譜が大きく、わかりやすい表現
である。

○ 芸術 17 教出 音Ⅱ 308
高校音楽Ⅱ 改訂版 Music
View

4

鑑賞教材が豊かに収録されてお
り、歌唱中心の構成となってい
る。

見やすく端的に表現された構成に
なっており、整然としていて見や
すい。

端的で理解しやすい表記であり、
シンプルなカラーを用いていて、
見やすい。

芸術 27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２  

様々なジャンルから選曲されてお
り、色々な角度から音楽を勉強で
きるようになっている。

構成・分量共に適正であり、使い
やすい。

楽譜が大きく、大変わかりやすい
表現である。

芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１  

技法や色彩など資料が充実してい
る。

分量・装丁も適切で、分野別に整
理された内容になっている。

ユニバーサルデザインで、わかり
やすく、詳細な表現である。
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○ 芸術 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 3

題材が豊富で、各分野とも内容が
充実している。特に、生徒の興味
関心を引き出しやすい鑑賞題材が
充実している。また、資料のペー
ジも授業で扱いやすいものとなっ
ている。

図版を１ページ大で示すなどし
て、対比することによって生徒自
身が考え、作品や作家、背景と
なっている美術文化jへの理解を
深められるように工夫されてい
る。

原寸大の絵画を見開きで配置する
などわかりやすいページ構成がさ
れている。文章量が適切で解説が
読みやすい。

芸術 38 光村 美Ⅱ 303 美術２  

資料が充実しており、目標やねら
いがはっきりしている。

分野別にしっかり整理されてお
り、分量も装丁も適切である。

詳細でわかりやすい表記で、ユニ
バーサルデザインとなっている。

○ 芸術 116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２ 4

様々な題材がバランス良く設定さ
れており、豊富な資料や、丁寧な
説明がなされている。

構成・分量・装丁ともに適切であ
り、美しく仕上がっている。

大変わかりやすい表現で、表記さ
れており、丁寧な表現方法がとら
れている。

芸術 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ  

各古典の説明が詳しく、図版も多
いため鑑賞もしやすい。創作の手
順もわかりやすい。

１ページ１古典で簡潔しており、
使いやすい。図は他社のものに比
べて鮮明である。

碑や帖の元の形がわかるように
なっている。

○ 芸術 17 教出 書Ⅰ 307 新編　書道Ⅰ 3

運筆の方法がわかりやすく説明さ
れており、特徴を比較しやすく
なっているため、学習しやすい。

見開き２ページで比較する構成と
なっており、特徴を捉えやすい。

視覚的な資料が多く、表現の幅を
広げやすい。

芸術 2 東書 書Ⅱ 305 書道Ⅱ  

書道Ⅰで習った事を生かす創作活
動をするためには、新出事項が多
いので、他社のものに比べて工夫
が必要である。

同じ書体の中で、異なる書風を比
較の中で感じ取ることができる。
図は他社のものに比べて鮮明であ
る。

書道用語の解説が丁寧にされてい
る。

○ 芸術 17 教出 書Ⅱ 307 新編　書道Ⅱ 4

新出事項が他社のものに比べて少
ないので、Ⅰで習ったことをス
ムーズに生かせるような臨書活
動・創作ができる。

臨書する古典の種類が豊富であ
る。

図版が多く、わかりやすい表現が
なされている。

○
外国
語

205 三友 コ基 302
JOYFUL English
Communication Basic

1

英語を学ぶ楽しさを感じられるよ
うに工夫されている。題材も高校
生の知的好奇心を刺激するテーマ
を中心に構成されている。英語の
基礎から学べるように構成されて
いる。

基礎の定着を目標に、英語が不得
意な生徒にも理解しやすいよう最
小限の分量になっている。

写真やイラストが随所にあり、楽
しめるように工夫されていて、見
やすい。

外国
語

226 チアーズ コ基 303
ATLANTIS English
Communication Basic

外国語を日常使用している人々に
とって自然な表現が用いられてお
り、生きた英語が身に付く内容に
なっている。多様な物の考え方を
養えるような題材を取り扱ってい
る。

文法事項は基礎的な内容をしっか
り学べるように適切な分量で簡潔
にまとめられている。レイアウト
も見やすい。

図や写真、イラストが適切に配置
されており、カラーが効果的に使
用されている。

○
外国
語

2 東書 コⅠ 328
All Aboard! English
Communication Ⅰ

2

世界の文化を取り上げている題材
が多く、生徒が英文を通して世界
に目を向けることのできる教材で
ある。

本文が見開きで簡潔しており、学
習の流れが理解しやすい。教材バ
ランス、全体的分量も適切であ
り、装丁も丁寧である。

活字は鮮明で美しく、写真、イラ
ストなども鮮明である。用語、記
号は統一されており、記述の仕方
もわかりやすく適切である。

外国
語

15 三省堂 コⅠ 335
VISTA English
Communication Ⅰ New
Edition

高校生の興味を引くよう題材が工
夫されている。文法事項等、平易
なものから難易度の高いものへと
ステップアップする仕方にも工夫
の跡が見られる。

各課で基礎・基本を身に付けられ
るよう、適切な分量になってい
る。

写真、イラストが多く図版も豊富
で見やすい。内容構成に親近感が
持て、装丁もきれいである。

○
外国
語

17 教出 英Ⅰ 326
NEW ONE WORLD Expressions
Ⅰ Revised Edition

4

実際のコミュニケーションに必要
な運用度の高いものが精選されて
おり、系統的に配列されている。
表現に必要な語、連語、慣用表現
などは無理なく学習できる内容に
なっている。

日本語訳が付記されており、生徒
にとってないよう理解が容易であ
る。装丁は頑丈である。また、大
きくて見やすい。

用語、記号は統一されており、指
示文や記述も簡潔である。随所に
写真、イラストが効果的に使用さ
れている。

外国
語

183 第一 英Ⅰ 337
Vivid English　Expression
ⅠNEW EDITION

生徒の興味や関心に会うように、
生徒の日常的な生活にふれるよう
なものを中心に書かれている。英
語による基礎的な英語力とコミュ
ニケーション能力を養うために中
学校で学習する言語材料を積極的
に取り上げている。

「聞くこと」「書くこと」「話す
こと」「読むこと」を関連づけ総
合的に学習できるよう、様々な活
動を提供する構成になっている。
分量も適切で、ゆとりを持って指
導する内容になっている。装丁も
丈夫で、見やすくなっている

文字の大きさ、書体が適切であ
り、学習しやすい。内容に関連し
た写真、図が適切に配置されてい
る。

外国
語

2 東書 英会 301
Hello there! English
Conversation

「話す活動」と「聞く活動」がバ
ランス良く配置され、それぞれが
確実にスキルアップできるように
工夫されている。

易しい言語材料で自分の身の回り
のことから始まり、徐々にまわり
のことについて触れていくよう攻
勢されている。弾力的な扱いがで
きるよう配慮され、適切である。
製本も頑丈にできている。

活字は鮮明で美しく、写真、イラ
ストなども鮮明である。用語、記
号は統一されており、記述の仕方
も適切である。
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○
外国
語

61 啓林館 英会 303
Sailing English
Conversation

3

生徒が日常生活で接する身近な話
題、場面を集め、生徒のコミュニ
ケーションの目的や興味・関心に
合わせた内容になっている。

中学英語を復習・整理しながらさ
らにコミュニケーション活動がで
きる構成になっている。リスニン
グとスピーキングがバランス良く
配置され無理なく学習ができる分
量になっている。装丁も頑丈で見
やすい。

用語、記号は統一されており、指
示文や記述も簡潔である。随所に
写真、イラストが効果的に使用さ
れている。

○ 家庭 2 東書 家総 307
家庭総合　自立・共生・創
造

2

各章の始めに章の学習内容を概観
する文章があり、各節の始めには
｢学習のポイント」が示されてい
るので、学習内容の見通しを持つ
ことができる。

各領域の配置は、学習指導要領と
一致している。生徒の理解を助け
るために分量は多くなっている。

判型が大きいことを活かし、側注
にも図やグラフ資料が豊富に掲載
されているため、生徒の学習意欲
が高まり、生徒は楽しく学習を進
めることができる。

家庭 9 開隆堂 家総 310
家庭総合　明日の生活を築
く

生活事象が総合的・多面的に捉え
られており、高等学校で学ぶ他の
教科と関連付けながら教えること
ができる。

各節の始めに「考えてみよう」が
あり、生徒にその章で何を学んで
ほしいかを考えさせる事によりア
クティブ・ラーニングをすること
ができる。

見開きのページでは、世界地図が
載っており、生徒の興味・関心を
ひくことができる。また、印刷の
カラーの濃淡がはっきりしており
図や資料が読みやすい。

情報 2 東書 社情 310 社会と情報  

内容が豊富で実習と理論がバラン
スよく配分されていており、その
連携が図られている。実習例は豊
富に用意されており、生徒の実情
に合った内容が選べる。

５章構成になっていて、中学校の
振り返りのページやソフトウェア
の基本操作も掲載されている。生
徒自身が主体的に学ぶことができ
るようになっている。

用語や記号が統一されており、文
字が大きく大変見やすい。本文の
リンクマークが章末資料とリンク
しており生徒が理解しやすくなっ
ている。

○ 情報 116 日文 社情 317 新・見てわかる社会と情報 3

イラスト・図版を中心としてわか
りやすい構成である。重要語句が
ページごとに「キーワード」とし
てまとまっており、学習内容が確
認しやすい構成となっている。

実務的な内容が中心となっている
ため、実習の説明が多い構成と
なっている。

書名の通り図解が中心となってお
り、実践力を養うのに適切な表現
がされている。
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様式１－２

番号 略称 記号 番号

国語 2 東書 国総 332 新編国語総合

現代文編、古文編、漢文編、い
ずれも親しみやすく多様な文章
が配置され、バランスが取れて
いる。

構成・分量ともに適切である。
装丁も明るくてよい。

写真やイラスト、図表などが随
所に盛り込まれており、見やす
い。

○ 国語 15 三省堂 国総 338 精選国語総合　改訂版 1

現代文編は近代分野・現代分野
がバランスよく配置されてい
る。古文編も多様なジャンルの
文章が掲載されており、十分な
内容となっている。

構成・分量ともに適切である。
装丁も明るくてよい。

写真やイラスト、図表などが随
所に盛り込まれており、見やす
い。

国語 17 教出 国表 301 国語表現

基礎編・実践編・総合編などそ
れぞれ小テーマごとに工夫され
た見開きの構成になっており、
文章が長い。

「本文」と「図式・写真・グラ
フ」のバランスで、文字情報の
分量が多い。

「見出し・リード文」と「本
文」のバランスで、行間がつ
まっている。

○ 国語 50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版 4

表現力を培う１部では、文字言
語と音声言語とに分けてテーマ
別に工夫された教材が組み立て
られ、文章を書くための基本を
ステップで学べる。２部の表現
を楽しむは具体的な実践で表現
する喜びを体得できる。

簡潔でインパクトのある見出
し、狙いの明確なリード文。親
しみやすい色使い。臨場感のあ
る写真。大判ですっきりした体
裁なので、紙面が読みやすい。

高校生を目の前にしたような語
り口でわかりやすい表現であ
る。

国語 2 東書 現Ａ 306 現代文Ａ

平易な文章が取り扱われてお
り、また定評のある重厚な作品
もあるが、全体的に現代文に苦
手意識を抱いている生徒も取り
組みやすいものとなっている。
バランスのよく作品が集められ
ている。

分量に関しては、物足りない感
がある。構成・装丁に関しては
使いやすく配慮されている。

とても見やすく、また、挿絵・
写真など親しみやすい作りに
なっているので、読みやすい。

○ 国語 183 第一 現Ａ 307
高等学校　改訂版　新編現
代文Ａ

4

親しみのもてる読みやすい作品
を多く収録している。内容も精
選されているので、学びやす
い。

精選されているので分量が適
切。また活字も大きく見やす
い。本文に即した写真・挿絵が
魅力的である。

単元ごとのテーマやねらいが明
らかになっており、学習の目的
を生徒も共有できる。

国語 109 文英堂 古Ａ 311

徒然草　説話（古今著聞集
十訓抄　宇治拾遺物語　古
事談　今昔物語集）　枕草
子

「徒然草」「説話」「枕草子」
どの作品群も定番の作品をバラ
ンスよく選んである。学習のて
びき、は内容理解にせまる基本
的な課題が用意されていて使い
やすい。

構成・分量ともに生徒の実態か
ら適切である。天地の空間がほ
どよくあいており。本文がよみ
やすく装丁されている。

文字のポイント行間が適切であ
る。ルビが多めで学習しやす
い。学習者によりそった学習の
配慮が、表記表現にあらわれて
いる。

国語 2 東書 古Ａ 301 古典Ａ

古典の作品、ジャンルがバラン
スよく入っており，生徒が興味
をもって考えを広げたり深めた
りできるように配慮している。

古文編，漢文編ともに読解力の
育成・定着をはかることができ
るように配慮されており、分量
は適切である。

巻末の付録が詳しく豊富に用意
されている。

○ 国語 183 第一 古Ａ 305
高等学校　標準古典Ａ　物
語選

3

古文・漢文ともに標準的な内容
となっており、古典が苦手な生
徒にも取り組みやすいものとな
つている。

構成・分量ともに適切である。
装丁も明るくてよい。

写真やイラスト図表などが随所
に盛り込まれており、見やす
い。

地理
歴史

7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ  新訂版

導入部分に工夫が見られる。本
文の記述がわかりやすい。写真
やコラム・資料が適切に配置さ
れている。見やすさや理解のし
やすさに重点を置いている。側
注を簡略化している。

見開きで一時間とし、内容の把
握がしやすいように工夫されて
いる。構成が明確で、何を学習
するかがはっきりわかる。分量
も適切である。

「考えてみよう」や「みつけて
みよう」などで、生徒が主体的
に学習に取り組めるように工夫
されている。カラーページが多
く、地図も掲載されていて適切
な配置である。

○
地理
歴史

46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 2

図版や資料・写真が豊富で充実
している。写真はシンプルでと
ても見やすく工夫されている。
記述は平易でわかりやすい構成
となっていて、親しみやすいも
のとなっている。地図資料が多
く、地域と時代が結びつきやす
い。

分量が適当である。史料と資料
が見やすく配置されている。各
見開きに日本史との対応の印が
付いていて、時代がわかりやす
い。各ページに「コラム」があ
り、学習の参考になる。

文字のサイズや書体が適切であ
る。表記が簡潔でとてもわかり
やすい。地図が多く、記述を読
むより、見てすぐにわかるもの
となっているため、理解しやす
い工夫がなされている。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 315 現代の世界史　改訂版

基礎的な内容が重視され、平易
でわかりやすく記述されてい
る。また、地図･写真･コラムな
どが豊富でわかりやすく、生徒
の理解を深めることができる。
さらに、日本史との同時代把握
にも工夫が凝らされている。

３編12章で構成されている。す
べての項目が２ページ構成で取
り上げられ、内容が完結してい
るので計画的に学習しやすい。

重要語句や人名は書体を変えた
太文字にするなどの工夫がされ
ている。本文の内容や分量はほ
どよく精選されている。図版資
料も豊富でよい。

地理
歴史

7 実教 日Ａ 309 高校日本史Ａ　新訂版

各章の導入部にその時代の世界
を概観する大きな世界地図と資
料が掲載され、学習内容の概観
が把握できるとともに日本と世
界のつながりも意識できる。ま
た52節すべてに具体的なエピ
ソードを紹介する「歴史のま
ど」があり、学習の導入として
利用できる。なお本文は日Ａ313
より詳細に説明されていて、生
徒にとって歴史的事象の原因と
結果がわかりやすく、記述内容
もバランスの取れたもので本校
の生徒にふさわしい。

「歴史を考えてみよう」などの
特集ページが充実し、様々な資
料をもとに生徒自らが考察し歴
史的思考力を培える構成となっ
ている。また多文化共生に関す
る視点も十分あり、川崎市の生
徒にとって歴史を身近に意識で
きる。なお、学習指導要領で重
視する３項目は各項目１つの例
示だが、内容は重複せずグラフ
や資料も適切に配置され、教員
の指導で多角的・多面的な学習
が十分に行える。

わかりやすい表記で理解しやす
い。文化に関しては見開き２
ページで大きく取り上げていて
図録的な使い方も出来る。資料
や図版・地図は落ち着いた色彩
で見やすい。

表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立高津高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁
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様式１－２

番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立高津高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

○
地理
歴史

7 実教 日Ａ 313 新日本史Ａ　新訂版 3

各章の導入部には、日Ａ309 に
ついで大きな世界を概観する地
図と資料が掲載され、歴史学習
でも地理的要素を重視する学習
指導要領の方針に合致してい
る。本文の内容は基礎・基本を
重視し歴史の流れや構造が理解
できる。
生徒が楽しく近現代史を学習し
理解を深める工夫がなされてい
る。

ＡＢ判を使用し、大きく見やす
い写真や図版・コラムが多く掲
載されている。「トッピック」
や「スポットライト」で一口エ
ピソードに触れ、生徒が歴史を
身近に感じられる工夫がある。
日Ａ309と同じく１テーマ２ペー
ジで構成され、学習内容の把握
が容易である。

文体は「です・ます」で統一さ
れ平易な表現である。本文と脚
注のバランスにも配慮があり見
やすい紙面になっている。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ａ 312 高校生の地理Ａ 3

写真が多く使用され、その国の
イメージがつきやすい。また、
色彩が鮮やかで生徒の目に付き
やすい。コラム欄「旅先でのエ
ピソード」は生徒の興味を引く
内容である。

二部構成となっており、ボ
リュームはあるが、どの内容も
詳しく掲載されている。また、
作業学習も豊富に盛り込まれて
いる。

用語については、詳しい解説が
注釈で付いている。また、高校
生でも十分に理解できるような
表現を用いられている。

地理
歴史

183 第一 地Ａ 310
高等学校　新版　地理Ａ
世界に目を向け，地域を学
ぶ

写真やデータを反映した図版が
豊富に掲載されている。また、
地図やグラフを読み取る作業の
ほか、グループで話し合ったり
する作業を入れるなど、作業を
通して言語活動に取り組める工
夫がなされている。

見開きの冒頭に「アプローチ」
が設けられ、学習内容の要点が
つかめるような工夫がなされて
いる。作業学習も豊富に取り入
れられている。

理解しやすい平易でわかりやす
い記述となっている。文字の書
体やサイズが適切であり見やす
く、鮮明な写真と図版も見やす
い。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 313
地歴高等地図　-現代世界
とその歴史的背景-

1
3

地理だけでなく歴史にも対応し
ている。年表もあり、時代背景
がわかるようになっている。と
ころどころ写真もあり、イメー
ジがしやすいないようになって
いる。

Ｂ５判より大きいため、地図以
外の情報を盛り込んでいる。歴
史的背景が加味されているが、
適度なボリュームである。

変形版の採用にともない、横長
の地域図、世界図が多用されて
おり、併置資料も横置きになっ
ている。

地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図

標準的な内容で地理学習の各領
域をよく網羅している。詳細な
地図を基本に豊富な主題地図が
配置されており、様々な用途に
対応できる。地形や気候に関す
る図版も適切で充分な統計資料
を掲載している。

オーソドックスな構成で資料も
豊富に掲載されており、各領域
内容がバランスがのとれた配置
となっている。インデックスが
設置されており、利便性を高め
ている。

伝統的な等高段彩表現が用いら
れており、見やすい配色で、地
形の概観を理解しやすい。主要
図に位置図が併記され、地球上
の位置理解を促進している。

地理
歴史

130 二宮 地図 312 基本地図帳　改訂版

Ａ４判の装丁に大判の地図が豊
富に配置された内容となってい
る。詳細な内容の地図が標準的
な構成で配置されており、写真
や図版が添えられ、地図理解に
利便性の高い内容になってい
る。

地域図の比重が高く、内容も豊
富で、地図資料として内容の濃
い構成となっている。大判の地
図は詳細だが見やすく、写真や
図版が随所に配置されている。

世界図、地域図はオーソドック
スな表記で描かれており、地形
や地名や国境などがわかりやす
い。写真が多用されており、視
覚的講を高めている。

○ 公民 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 1

基礎・基本が丁寧に記述されて
いる。身近なところから学習す
る内容になっており、生徒に興
味・関心や動機づけを促して学
習できるように工夫している。
また、学習内容を深めることが
できるように注釈や補足資料が
準備されている。

見開き２ページで１テーマがま
とめられていてわかりやすい構
成になっている。写真・図版資
料・コラム・用語解説の配置が
工夫されており、分量も適切で
ある。

全体にふりがなが多くて読みや
すい。図版や写真が豊富に掲載
されおり理解しやすい。

公民 183 第一 現社 322
高等学校　改訂版
新現代社会

現代社会の重要な学習の項目を
網羅している。図表・写真・資
料などの図版資料が豊富で、生
徒が身近なところから多角的に
諸問題を考察できるよう工夫さ
れている。

学習項目を分野別に見開きで構
成されている。体系的に学習で
きるよう工夫されている。

平易でわかりやすく記述されて
いる。図表・写真・資料などの
図版資料が豊富である。

○ 公民 7 実教 倫理 312 高校倫理　新訂版 4

古代から現代までの思想と、思
想を反映した芸術作品を十分に
取り扱っている。近現代の思想
家の系譜がまとめられていて、
思想史を理解しやすい。

写真が豊富で、特に美術作品の
写真が充実している。

表紙の装丁が倫理の世界を端的
に表している。

公民 81 山川 倫理 309 現代の倫理　改訂版

主要な思想家や重要事項を網羅
し、豊富な用語と丁寧な記述で
ある。写真資料や図版資料がと
ても豊富で現代の話題など生徒
が興味・関心をもちやすい内容
である。

写真や図版が豊富であり、生徒
の興味関心を引き起こさせる内
容である。

全体的に見やすい表記になって
いる。それぞれの文章表現も適
切である。

○ 公民 7 実教 政経 313 最新政治・経済　新訂版 4

基本的な事項を中心に、具体的
で生徒にとって身近な題材を豊
富に取り上げコンパクトな内容
となっている。また、補足的･発
展的な内容も注釈や小本文など
の形で取り上げられ学習内容を
深める工夫がなされている。

Ｂ５判サイズ160ページで構成さ
れている。見開く構成でまとめ
れていてわかりやすく、学習事
項の分量も適切である。時事問
題の紹介や経済理論の解説など
導入の事例が配置するなど工夫
されいる。

カラー図版・写真・地図・グラ
フなどが豊富に掲載されてい
る。
また、巻末には憲法や重要法令
の資料が掲載されており学習し
やすい工夫がなされている。

公民 35 清水 政経 315
高等学校　新政治・経済
新訂版

基礎的･基本的な必須事項を中心
に写真・グラフとともに理解し
やすく記述されている内容と
なっている。課題研究学習で
は、政治・経済の問題への見方
や考え方の視点を示し、生徒の
学習段階に応じて活用できる工
夫がされている。

Ｂ５判サイズ190ページで構成さ
れている。66のテーマが、原則
見開き２ページで展開され，系
統的に配置されている。

オールカラー印刷で写真やグラ
フ･図表･年表が効果的に豊富に
掲載され、理解しやすい編集と
なっている。表記・表現もふり
がなやゴシックで工夫されてい
る。

公民 2 東書 政経 311 政治・経済

基礎基本的な必須な内容が系統
的に記述されており、生徒が理
解・習得しやすい工夫がなされ
ている。中学校での既習内容を
踏まえた内容であり、中高接続
に対する配慮がなされている。

第１、２章で基礎的事項を理解
できるようになっている。第３
章の課題探求学習では、前章と
の相互関連がはかられており、
基本事項を再確認しながら課題
探求する展開となっている。

記述は、平易・簡明であり読み
やすいようにルビ、ゴチックが
つけられている。資料にはグラ
フ・チャート図など具体性のあ
る資料が豊富に提示されてい
る。
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番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立高津高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

公民 183 第一 政経 310 高等学校　新政治・経済

基礎基本を重視した的確な内容
で事例も適切である。第３編で
は「スキルアップ」を設け、課
題探求学習の方法を詳細に説明
し生徒の学習が深まる工夫がさ
れている。

Ｂ５判サイズ160ページで構成さ
れている。見開き２ページで１
テーマとコンパクトにまとめら
れていてわかり易い構成であ
る。

平易でわかりやすい記述であ
り、図や表・グラフも豊富に配
置され生徒の理解の助けとな
る。

数学 2 東書 数Ⅰ 302 新編数学Ⅰ

復習的な内容からの導入になっ
ているので、基本的な内容がわ
かりやすい。誤答例や解答の過
程での注意が多く載っているの
で、自学自習としても使いやす
い。

構成・分量が適切である。 ポイントとなる箇所に色や写真
を使っているので、よりわかり
やすく表記・表現されている。

○ 数学 104 数研 数Ⅰ 314 新　高校の数学Ⅰ 1

例題や例が多く、解法がわかり
やすい。また、基本的な練習問
題が多いこともよい。図や表も
見やすく、使い方も適切であ
る。

構成・分量が適切である。 わかりやすく適切な表現で示さ
れている。

数学 2 東書 数Ａ 302 新編数学Ａ

復習的な内容からの導入になっ
ているので、基本的な内容がわ
かりやすい。誤答例や解答の過
程での注意が多く載っているの
で、自学自習としても使いやす
い。

構成・分量が適切である。 ポイントとなる箇所に色や写真
を使っているので、よりわかり
やすく表記・表現されている。

数学 61 啓林館 数Ａ 309 新編　数学Ａ

復習的な内容からの導入になっ
ているので、基本的な内容がわ
かりやすい。誤答例や解答の過
程での注意が多く載っているの
で、自学自習としても使いやす
い。

構成・分量ともに適切である。 ポイントとなる箇所に色や写真
を使っているので、よりわかり
やすく表記・表現されている。

○ 数学 104 数研 数Ａ 314 新　高校の数学Ａ 3

例題や例も多く、説明に使われ
ている図や数式もわかりやすく
適切に表現されている。練習問
題は基礎からしっかり学べるよ
う工夫されている。また、課題
学習や応用的な内容もしっかり
している。

構成・分量が適切である。 わかりやすく適切な表現で示さ
れている。

○ 数学 7 実教 数活 301 数学活用
3
4

数学の問題に関連している資料
が用意されている。また、資料
をふんだんに用いて、生徒の理
解が進む工夫がなされている。
巻末に切り抜き教材がある。

構成・分量が適切である。 わかりやすく適切な表現で示さ
れている。

数学 61 啓林館 数活 302 数学活用

数学の問題に関連している資料
が用意されている。また、資料
を多く準備され、生徒の理解が
進む工夫がなされている。

構成・分量が適切である。 わかりやすく適切な表現で示さ
れている。

○ 理科 61 啓林館 物基 316 考える物理基礎 4

図や写真を多く掲載し、視覚的
にわかりやすい。教科書のどの
あたりをやっているのかを一目
でわかるので、自己学習の際に
便利である。

内容も精選されていて、何を勉
強しているのか、どこに注目す
るのかがわかりやすい。後ろの
ノートも使いやすい。

色分けによって、とても見やす
く、同じ仲間（単元）がわかり
やすい。

理科 61 啓林館 物基 306 新編　物理基礎

図や写真を精選し、生徒が理解
しやすいような工夫がされてい
る。練習問題も多く各自で学習
しやすいように編集されてい
る。

図や写真の配置に工夫がされて
いて、生徒に印象が残りやすく
工夫されている。

図版資料が豊富で、わかりやす
い説明がなされている。

理科 104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎

とても、細かく説明してあり、
生徒が自分で学習する際に副教
材のように使える内容になって
いる。

ページごとに、文章や図のレイ
アウトが異なり、見づらい部分
は多いものの、内容としては
しっかりと説明してある。

注釈が多すぎて、ごちゃごちゃ
している。コラムと注釈と同一
ページで同じ色なので重要語句
がどれなのか、探しにくい。文
章中の式が日本語で書いてある
のは親切。

理科 183 第一 物基 321
高等学校　改訂　新物理基
礎

物理学の基礎・基本が簡潔にま
とまっており、生徒が学習しや
すい内容である。

分量も適切であり、編ごとのつ
ながりがわかりやすい構成がさ
れている。

視覚的な資料も多く、わかりや
すく、適切な表現である。

理科 7 実教 化基 317 高校化学基礎　新訂版

説明が簡潔で明解であり、扱っ
ている例題が生徒にわかりやす
い。物質の特徴や性質などわか
りやすくまとめられている。

内容が系統的に配列され、分量
も適切である。

わかりやすい説明がなされてい
る。

理科 61 啓林館 化基 307 新編　化学基礎

図や写真は精選され、生徒に理
解しやすいような編集になって
いる。研究や探究しやすいよう
に編集されている。

図や写真の配置に工夫がされて
いて、生徒に印象が残りやすく
工夫されている。

図版資料が豊富で、わかりやす
い説明がなされている。

○ 理科 183 第一 化基 322
高等学校　改訂　新化学基
礎

3

生徒の興味を喚起する素材や話
題を取り扱っており、興味関心
を持ちやすい。
図や写真が多く文字も見やすい
フォントになっている。

分量も適切であり、編ごとのつ
ながりがわかりやすい構成がさ
れている。

視覚的な資料も多く、本校の生
徒にとってわかりやすく、適切
な表現である。
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理科 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版

明解で簡潔な説明であり、扱っ
ている例題が生徒にわかりやす
い。生物の変遷や時代の流れな
どわかりやすくまとめられてい
る。

系統的に配列され、内容も、分
量も適切である。

わかりやすい説明がなされてい
る。

理科 61 啓林館 生基 305 新編　生物基礎

図や写真は精選され、生徒に理
解しやすいような編集になって
いる。研究や探究しやすいよう
に編集されている。

図や写真が豊富に配置され、わ
かりやすく構成されている。生
徒に印象が残りやすく工夫され
ている。

写真・図版資料が豊富で視覚的
に捉えられるようになってい
る。

○ 理科 183 第一 生基 319
高等学校　改訂　新生物基
礎

2

生徒の興味を喚起する素材や話
題を取り扱っており、興味関心
を持ちやすい。図や写真が多
く、興味を引きやすい。

分量も適切であり、編ごとのつ
ながりがわかりやすい構成がさ
れている。

視覚的な資料も多く、わかりや
すく、適切な表現である。

理科 61 啓林館 地基 308 地学基礎　改訂版

説明が明解であり、扱っている
内容が精選されている。さらに
本文の理解を深める工夫も見ら
れる。

系統的・理論的に本文がまとめ
られ、詳しい解説なども工夫さ
れている。

写真・図版資料を簡潔にまと
め、生徒の理解を補足できるよ
うになっている。

理科 104 数研 地基 309 新編　地学基礎

写真やイラストがわかりやすく
工夫されて、配置されている。

最新の話題やニュースを取り上
げ、Q＆Aなどで用語の補足説明
をするなどの工夫が見られる。

図や写真から視覚的に理解する
工夫が随所に見られる。

○ 理科 183 第一 地基 310 高等学校　改訂　地学基礎 1

自然界の現象が簡潔にまとまっ
ており、生徒が基礎から学習し
やすい内容に工夫されている。

分量も適切であり編ごとのつな
がりもわかりやすい。単元の構
成にも工夫がみられる。

視覚的な資料が豊富で、わかり
やすく配置されている。

保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版

はじめに学び考える内容を示し
たリード文があることにより、
何を学び考えなくてはいけない
かが理解しやすい。また、図や
イラストがカラーであることに
より視覚での理解がしやすく、
基礎・基本が丁寧にわかりやす
く説明されている。学習を助け
広がりを持たせる側注により、
生徒の興味・関心をひきやす
い。

１つの項目が２頁の見開きで構
成されておりわかりやすい。ま
た、学習範囲が明確に把握でき
る。

ポイントがわかるように強調文
字などが使用されており、カ
ラー図表やイラストも多く生徒
の興味・関心が自然と喚起でき
るようになっている。

○
保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 1

基礎・基本に厳選された内容が
丁寧に説明されており、基礎的
な事項もわかりやすく生徒に課
題意識をもたせやすい。構成内
容内容がバランスよく配置され
ている。１単元２項で構成され
ており、まとめやすい資料が豊
富であり、生徒の興味・関心を
引き起こす表記であり理解しや
すい。

構成内容がバランスよく配置さ
れている。一つの項目が基本的
には見開き２ぺージで完結する
構成になっており、重点的に学
習が展開できるように配慮がな
されており、まとめやすい。

資料が豊富であり、生徒の興
味・関心を引き起こす表記であ
り、理解しやすい。難読漢字に
はふりがなが振られていること
で学習時のつまずきや、恥ずか
しくて聞けない生徒にとっては
学びやすい。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版　保健体
育

テーマ学習が設定してあり、現
代の社会的、健康的な問題につ
いて考える内容が多くある。各
セッションごとのめあてが理解
しやすい。学習のポイントが明
記されており生徒が目的意識を
もって授業に取り組める。

構成・分量ともに適切である。
単元毎に平均的な分量になって
いて、使いやすい。

ピクチャースタディでは写真イ
ラストが豊富で題材の内容理解
を助けてくれる。

芸術 17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti

世界各国の伝統ある古き良き音
楽が取り上げられており、特に
歌唱と鑑賞の内容が豊富であ
る。馴染み深い曲が取り上げら
れている。

歌唱、器楽、鑑賞と単元ごとに
分類された構成でわかりやすく
まとめられている。

全体的に落ち着いた配色と、写
真や挿絵が豊富で読み取りやす
い。

○ 芸術 17 教出 音Ⅰ 308
高校音楽Ⅰ改訂版　Music
View

3
4

世界各国の伝統ある古き良き音
楽が取り上げられており、特に
歌唱と鑑賞の内容が豊富であ
る。

国や地域、あるいは時代ごとに
分類された構成で、わかりやす
くまとめられている。

全体的に落ち着いた配色と、写
真や挿絵が豊富で読み取りやす
い。

芸術 89 友社 音Ⅰ 311 改訂版　高校生の音楽１

日本や世界で古典・現代にわた
り親しまれている音楽を取り上
げており、歌唱・器楽の理解を
深めることのできる内容となっ
ている。

青春と音楽、芸術と音楽、民族
と音楽、人間と音楽、アンサン
ブル、器楽といったバランスの
取れた構成になっている。

リズムの楽しさなど、何を狙い
としているかがわかりやすい表
記となっている。

○ 芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１
3
4

幅広い分野の作品が掲載されて
おり、生徒が様々な表現に触れ
ることのできる内容となってい
る。

表現と鑑賞のバランスがよい。
テーマごとの分量が適切であ
る。

鑑賞する際の着眼点等、生徒が
理解しやすい表記となってい
る。
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芸術 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１

美術に対するメッセージ性のあ
る内容となっている。幅広く取
り扱っている。西洋と日本の美
術史がわかりやすい。

表現と鑑賞がテーマになってい
てわかりやすい。ところどころ
紙の幅を変えてあり、より見や
すくなっている。

写真や文章ら美術の素晴らしさ
が伝わるように書かれている。

芸術 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１

美術に対するメッセージ性のあ
る内容となっている。

表現と鑑賞がテーマになってい
てわかりやすい。

文章を読むことから美術の素晴
らしさが伝わるように書かれて
いる。

芸術 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ

理論と実技がバランスよく構成
されていて、わかりやすい。

構成・分量ともに適切である。 書き方の姿勢のイラストが使わ
れており、実践にも役立つ表記
がなされている。

○ 芸術 6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ
3
4

書道の芸術的な表現が幅広く網
羅されている。表現・鑑賞・理
論が内容として適切に盛り込ま
れている。書道の歴史が豊富で
ある。

表現、鑑賞、理論のバランスが
よい構成になっている。より縦
長になり持ちやすい。

実際に表現活動をする際に、生
徒にとって理解しやすい表現が
されている。正しい姿勢等写真
が見やすい。

芸術 6 教図 書Ⅰ 302 書Ⅰ

書道の芸術的な表現が幅広く網
羅されている。表現・鑑賞・理
論が内容として適切に盛り込ま
れている。

表現、鑑賞、理論のバランスが
よい構成になっている。

実際に表現活動をする際に、生
徒にとって理解しやすい表現が
されている。

外国
語

226 チアーズ コ基 303
ATLANTIS English
Communication Basic

美しい写真や絵が多く、生徒の
興味を引きやすい。ペアやグ
ループワーク、クラス全体で行
う活動等、自己表現やコミュニ
ケーションの機会が豊富にあ
り、ALTと共に行う活動としても
適している。リーディングも各
パートごとに、内容理解問題が
ついており便利である。

アルファベットの書き方や絵や
写真など、学習理解をしやすい
構成になっている。
全体的な分量も適切である。

巻頭、巻末に会話や興味関心を
引くような内容が多く面白い。

○
外国
語

205 三友 コ基 302
JOYFUL English
Communication Basic

1

現代の高校生が興味や関心を持
つ題材が扱われている。英語の
基本から段階的に文法事項が学
べるよう、工夫して構成されて
いる。楽しく英語が学べる。

イラストや写真が豊富に掲載さ
れている。各単元のボリューム
も適当であり、生徒も飽きずに
学習できる分量である。文法の
説明も簡潔にまとめられてい
る。

わかりやすい表現で理解しやす
い。文字も大きく読みやすい。

外国
語

2 東書 コⅠ 328
All Aboard! English
Communication Ⅰ

世界の文化を取り上げている題
材が多く、生徒が英文を通して
世界に目を向けることのできる
教材である。

本文が見開きで簡潔しており、
学習の流れが理解しやすい。教
材バランス、全体的分量も適切
であり、装丁も丁寧である。

活字は鮮明で美しく、写真、イ
ラストなども鮮明である。用
語、記号は統一されており、記
述の仕方もわかりやすく適切で
ある。

○
外国
語

15 三省堂 コⅠ 335
VISTA English
Communication Ⅰ New
Edition

2

非常に身近な題材が扱われてい
るため、生徒も大変取り組みや
すい内容である。

各単元の分量が適当である。練
習問題の形式も様々で工夫され
ている。イラストや写真が豊富
である。

文法事項が簡潔にわかりやすく
まとめられている。説明が丁寧
である。イラストや写真も多
く、楽しく学習できる。

外国
語

2 東書 コⅡ 326
All Aboard! English
CommunicationⅡ

短く簡単な文章が多く、生徒が
理解しやすい。読み応えがあ
る。

文章は短く理解しやすいが、単
元が少し長い。読むことに特化
するとバランス的によい。

巻頭、巻末に会話や興味関心を
引くような内容が多く面白い。

○
外国
語

15 三省堂 コⅡ 333
VISTA English
Communication Ⅱ New
Edition

3

様々な分野の題材が扱われてい
るため、生徒も興味を持って学
習できる内容である。

各単元の分量が適当である。練
習問題の形式も様々で工夫され
ている。イラストや写真が豊富
である。「会話」「読むコツ」
などのコーナーも非常によくま
とまっている。

文法事項が簡潔にわかりやすく
まとめられている。説明が丁寧
である。イラストや写真も多
く、楽しく学習できる。

○ 家庭 7 実教 家基 314
新家庭基礎　パートナー
シップでつくる未来

2

生きていく上で必要な基礎基本
を身につけることに重点が置か
れている。自分自身でどう生き
ていくか考えることができる。
具体例も豊富である。

各単元に導入ワークがあり、生
徒の動機づけに適している。ま
た１つの単元がコンパクトにま
とまっていてわかりやすい。

基礎的な資料やイラストや写真
も豊富で生徒の興味・関心をひ
きやすい。また文章も読みやす
い。

家庭 7 実教 家基 315 新家庭基礎２１

テーマ学習形式でより深く学べ
るようになっている。「持続可
能性」に重点が置かれている。

見開きの構成になっていて、授
業の内容が把握しやすいように
なっている。

時事的な話題を扱った「現代の
窓」やコラムなどが数多くあ
り、資料が豊富である。

家庭 7 実教 家基 316 新図説家庭基礎

人とかかわって生きる、生活を
つくる、消費者として自立する
といった内容が、その職業の人
の体験談等も取り入れてあり、
メッセージ性がある。

図が多く取り入れてあり、それ
に対する説明も適切である。

読み手に質問するような表記が
してあり、読み手も一緒に考え
るような表現がされている。
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様式１－２

番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３０年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立高津高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

情報 2 東書 社情 310 社会と情報

実習編と理論編の２部構成と
なっている。それぞれ工夫され
た内容であるが、やや散漫と
なっている。

構成・分量・装丁の全てにわた
り問題がない。

広範囲な内容から、必要最小限
に絞り込んで作られている。

情報 7 実教 社情 312 高校社会と情報　新訂版

とても几帳面な構成であるが、
イラスト・図版が少ない。じっ
くり読み込める生徒にとっては
とてもよいと思われる。

構成・分量・装丁の全てにわた
り問題がない。

やや表現に硬いところがある
が、よくまとまっている。

○ 情報 116 日文 社情 307 見てわかる社会と情報 1

とてもわかりやすい表記であ
る。図版やイラストも多く、適
切に配置されて、生徒が好感を
持てると思われる。難解な言葉
にも理解しやすいコメントが
あってとてもよい。

構成・分量・装丁の全てにわた
り問題がない。

必要最小限に絞り込んで作られ
ていてわかりやすい。
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